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「ボーダフォン・オフィス・メール」開始 
～会社のパソコンに届いたメールを、リアルタイムにケータイでも自動受信～ 

 
ボーダフォン株式会社（本社：東京都港区、社長：ビル・モロー）は、会社のパソコンなどで管理・運用しているメールや

予定表、アドレス帳を、第３世代（３Ｇ）携帯電話※１を使って外出先でもリアルタイムに確認・返信などが行える  
サービス「ボーダフォン・オフィス・メール」を、２００６年１月１８日（水）より開始します。なお、会社のパソコンに  
届いたメールを、送信元のメールアドレスはそのままで、携帯電話でもリアルタイムに自動受信できるサービスは、

日本で初めてです※２。 
 
「ボーダフォン・オフィス・メール」は、“お客さまが今いる場所がオフィスに変わる”サービスとして、法人のお客さまを

はじめ、個人のお客さまにも幅広くご利用いただけます。 
 
また、ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダー）などが提供するＰＯＰ３メールサーバーをお使いの場合でも、

サーバーのメールを携帯電話で閲覧・返信できることから、個人のお客さまでも気軽にご利用いただけます。 
 
「ボーダフォン・オフィス・メール」の主な特長は、以下のとおりです。 
● 日本初！ 会社のパソコンに届いたメールを、送信元のメールアドレスはそのままで、リアルタイムに携帯電話で

自動受信。また、携帯電話から、会社で使用しているアドレスのまま返信可能 
● 社内からの会議召集メールも携帯電話で自動受信でき、その場で出席可否を回答可能。会社のパソコンと

携帯電話の予定表はリアルタイムに同期しているので、外出先でも常に最新のスケジュールを確認可能※３ 
● 会社のパソコンで管理しているアドレス帳を外出先で閲覧できるほか、追加・編集も可能※３ 
 
今回、「ボーダフォン・オフィス・メール」を提供するにあたり、お客さまのニーズに合わせて２つの導入タイプをご用意

しました。大規模な環境でのご利用に適した「Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ
エ ン タ ー プ ラ イ ズ

 Ｓｅｒｖｅｒ
サ ー バ ー

」は、初期費用１０，０００円（税込１０，５００円）/

１企業、月額５００円（税込５２５円）/１回線となります。また、１回線から導入が可能な「Ｐｅｒｓｏｎａｌ
パ ー ソ ナ ル

 Ｅｄｉｔｉｏｎ
エ デ ィ シ ョ ン

」は、

初期費用不要、月額５００円（税込５２５円）/１回線でご利用いただけます。 
 
なお、「ボーダフォン・オフィス・メール」は、米Ｖｉｓｔｏ社が提供するプッシュ型メール送信サービスのプラットフォーム

「Ｖｉｓｔｏ ＭｏｂｉｌｅＴＭ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｓｅｒｖｅｒ」および「Ｖｉｓｔｏ ＭｏｂｉｌｅＴＭ Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｅｄｉｔｉｏｎ」を採用しています。 
 
「ボーダフォン・オフィス・メール」の詳細は、別紙をご参照ください。  
※１ 「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫⅡ（Ｎｏｋｉａ ６６８０）」で利用できます。また、対応機種は順次拡充予定です。 
※２ ２００５年１２月１５日現在、国内の携帯電話事業者において（当社調べ）。 
※３ 予定表/アドレス帳の同期については、「Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｅｄｉｔｉｏｎ」（ＩＳＰ版）では対応しておりません。  

以 上 
 

 2005 Visto Corporation. All rights reserved. VISTO Corporation、VISTO、Visto Mobile、Visto Mobile Enterprise Server、Visto Mobile 
Personal Edition は、VISTO Corporation の登録商標または商標です。 

 Windows は、Microsoft Windows operating system の略称として表記しています。 
 Microsoft、Windows、Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
 Lotus、Lotus Notes、Notes、Lotus Domino は、IBM Corporation の商標です。 
 Office Mail（オフィスメール）、デュアルパケット、ハッピーパケット、パケットエコノミーは、ボーダフォン株式会社の商標です。 
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                                                                 別 紙  
＜「ボーダフォン・オフィス・メール」の概要＞ 
 
１． サービス概要 

会社のパソコンなどで管理・運用しているメールや予定表、アドレス帳を、ボーダフォン３Ｇ携帯電話※１を使って

外出先でリアルタイムに集中管理できます。 
 国内の携帯電話事業者で初めて※２、会社のパソコンに届いたメールを、送信元のメールアドレスは  

そのままで、リアルタイムに携帯電話でも自動受信できるプッシュ型メール送信サービスを実現。また、 
携帯電話から、会社で使用しているアドレスのまま返信できるため、大切なメールにもその場でそのまま

返信することができます。 
 

 社内からの会議召集メールも携帯電話で自動受信でき、その場で「承諾／仮承諾／辞退」で返信可能。

会社のパソコンと携帯電話の予定表は双方ともリアルタイムに同期しているので、外出先でも常に最新の

スケジュールを確認できます※３。 
 

 会社のパソコンで管理しているアドレス帳を外出先で閲覧できるほか、追加・編集も可能なことから、 
ノートパソコンや手帳などを持ち歩く必要はありません※３。  

※１ 「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫⅡ（Ｎｏｋｉａ ６６８０）」で利用できます。また、対応機種は順次拡充予定です。 
※２ ２００５年１２月１５日現在（当社調べ）。 
※３ 予定表/アドレス帳の同期については、「Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｅｄｉｔｉｏｎ」（ＩＳＰ版）では対応しておりません。 

 
２． ネットワーク構成イメージおよび導入タイプ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 専用サーバー１台につき、２５０ライセンスまでの利用が可能です。 
専用サーバーを増やすことで、それ以上のライセンスにも対応できます。 

 
タイプ サービス概要 

Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｓｅｒｖｅｒ※１ 
グループウェアサーバーに接続されたサーバーに専用ソフトをインストールして
利用するタイプで、大規模な環境での運用に適しています。なお、「Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 
Ｓｅｒｖｅｒ」は、法人のお客さまのみ利用可能なサービスです。 

ＰＣ版 グループウェアのクライアントＰＣに直接専用ソフトをインストールして利用するタ
イプです。１回線からの導入が可能で、比較的小規模な環境に適したシステムです。Ｐｅｒｓｏｎａｌ 

Ｅｄｉｔｉｏｎ※２ 
ＩＳＰ版 ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダー）などが提供するＰＯＰ３メールサー

バーをお使いの場合は、サーバーのメールを携帯電話で閲覧・返信できます。 
※１ 「Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｓｅｒｖｅｒ」のご利用は、専用サーバーおよび専用ソフト起動中に限ります。 
※２ 「Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｅｄｉｔｉｏｎ」のご利用は、クライアントＰＣおよび専用ソフト起動中に限ります。 
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３． 動作環境 

タイプ 専用サーバー／対応 OS グループウェアサーバー グループウェア 

Enterprise 
Server 

･1.5GHz 以上のプロセッサー 
･1G バイト以上のメモリ 
･2Gバイト以上のディスクスペース 
･Microsoft Windows Server 
 2000 SP1, 2003 

･Microsoft Exchange 5.5, 
2000 SP4, 2003 

･Microsoft Outlook 
2002 SP3, 2003 

クライアント PC／対応 OS グループウェアサーバー グループウェア 

PC 
版 

･64M バイト以上のメモリ 
･32Mバイト以上のディスクスペース 
･Windows 2000 SP4, XP 

･Microsoft Exchange 5.5, 
2000 SP4, 2003 

･Microsoft Outlook 
2002 SP3, 2003 

クライアント PC／対応 OS メールサーバー グループウェア 

Personal 
Edition 

ISP
版 － ･企業 POP3 サーバー 

･インターネットPOP3サーバー － 

※ グループウェアサーバーは、今後 Lotus Domino/Notes にも対応予定です。 
※ 対応環境は、順次拡大予定です。 

 
４． 導入費用および利用料金 

タイプ 初期費用 月額使用料金 
Enterprise Server １０，０００円（税込１０，５００円）／１企業 ５００円（税込５２５円）／１回線 
Personal Edition なし ５００円（税込５２５円）／１回線 

● 「ボーダフォン・オフィス・メール」の利用には､お客さまがご加入の料金プランの基本使用料/月、パケット通信料、ボーダフォンライブ！  
基本使用料（３００円［税込３１５円］）/１回線などが別途かかります。 

● 「ボーダフォン・オフィス・メール」は、頻繁にパケット通信を行うことから、ご利用の際はデュアルパケット定額またはハッピーパケットの申し

込みをおすすめします。 
● 「Enterprise Server」の利用には､専用サーバーの設置が別途必要です。 

 
５． 併用可能なパケット通信料割引サービス 

デュアルパケット定額またはハッピーパケットまたはパケットエコノミー 
 
６． 対応機種 

「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫⅡ（Ｎｏｋｉａ ６６８０）」  ※２００５年１２月１７日（土）発売予定 
 
７． サービス開始日 

２００６年１月１８日（水）より 
 
８． ご利用方法 

● Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｓｅｒｖｅｒ 
「Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｓｅｒｖｅｒ」のお申し込みに関しましては、以下の電話番号までお問い合わせください。 
【ボーダフォン株式会社 お客さまセンター】 

ボーダフォン携帯電話から ： １５７（無料） 
一般電話から（フリーコール） ： ００８８－２１－２０００（無料） 

 
● Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｅｄｉｔｉｏｎ 

「Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｅｄｉｔｉｏｎ」は、「Ｖｏｄａｆｏｎｅ ７０２ＮＫⅡ（Ｎｏｋｉａ ６６８０）」にて、インターネット接続サービス

「ボーダフォンライブ！」のウェブから専用アプリケーションをダウンロードすることでご利用いただけます。 
【ダウンロードページへのアクセス方法】 
「ボーダフォンライブ！」トップメニューから 
「メニューリスト」 ⇒ 「コミュニケーション・メール」 ⇒ 「メールアプリ」 ⇒ 「ボーダフォン・オフィス・メール」 

 


