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Hyper ユビキタスツール“DoMobile”が各種携帯電話を正式サポート
「いつでも、どこでも、モバイルオフィス」
来たるユビキタス社会の必携ツールが、あなたのビジネススタイルを変革します
日立ビジネスソリューション株式会社（社長 鴨川 和正、本社 東京都品川区、資本金 ３５億６千万円、略称：日立ビジ
ネス）は、PDA、PC からインターネットを経由してオフィス／自宅の PC にリモートアクセスする“DoMobile”サービスを平成
１４年１０月１日より開始しておりましたが、このたび１１月２１日より、各社携帯電話からでもアクセスできるサービスを開始
いたします。
日立ビジネスは、カナダ０１ Communique 社と“I’m InTouch”のソフトウエアライセンス契約を締結し、“I’m InTouch”の日
本語版サービス“DoMobile”を共同開発しました｡
日立ビジネスは、日本国内における“DoMobile”の独占販売権を所有し、企業、SOHO 及び在宅勤務のモバイルワーカ
に「いつでも、どこでも」、そして簡単に必要な情報をリアルタイムにアクセスできる、新しいモバイル・ワーク環境を提供し、
来たるユビキタス社会に生きるビジネスマンを強力にバックアップします。

1. DoMobile サービスの特長．．．月額 500 円で貴方の PC がモバイルオフィスに！！
ADSL、CATV、FTTH などの出現により本格的なブロードバンド時代の到来を迎え、さらに Hot Spot、インターネット
カフェ、インターネットキオスクの出現、次世代携帯電話の台頭などにより、着々とユビキタスインフラが整備されつつあ
る 現 代 社 会 に お い て 、 “DoMobile” は 、 オ フ ィ ス や 自 宅 の Ｐ Ｃ の 利 用 環 境 を 外 出 先 、 出 張 先 へ と 広 げ ま す 。
“DoMobile”をあなたの PC にインストールするだけで、留守を守り、スピードと効率を求めるあなたの有能な電子秘書
となって、大切なビジネスチャンスを逃さない、強力なパートナーとなります。
Web ブラウザや携帯電話のような無線インターネット端末を使って、出先でもオフィスや自宅のＰＣの前に座っている
かのように、最新の情報にリアルタイムに直接アクセスできます｡
（１）
Outlook および Outlook Express とのシームレスな連携（Email 情報の一元管理）
Outlook だけでなく、Windows に標準添付される Outlook Express をサポートしたサービスは、国内初です。
追加のソフトウェアを購入する必要はありません。
（２）
Email に添付されたファイルをプレビューできます
出先で使用する端末に Email に添付されたファイルに対応するソフトウェアがインストールされていなくても、
添付ファイルの内容を確認することができます。
（３）
オフィスの PC のローカル/ネットワークドライブにあるファイルにアクセスできます。
出先で使用する端末に特別なソフトウェアやコンポーネントがインストールされていなくても（標準的な環境で）
ファイルアクセスを実現できるリモートアクセスサービスは国内初です。
（４）
オフィスの PC に装着したＷｅｂカメラのストリーム画像やスナップショットをモニタすることができます。
（５）
さまざまなリモート端末からアクセスできます。
PC はもとより、PocketPC からのアクセスに加え、このたび以下の携帯電話からのアクセスを正式にサポート
いたしました。
i-mode（NTT DoCoMo）、J-Sky（J-Phone）、EZweb（au : A5000／C5000／A3000／C3000 シリーズ）
（６）
強固なセキュリティ機能
（７）
優れた導入・ランニングコスト
“DoMobile”サービスを利用するために、特別なハードウェアやソフトウェアを追加購入する必要はありません。
また、使用するリモート端末の種類により、サービス料金が変わることもなく、他社類似サービスと比してサー
ビス料金は最も廉価です。
“DoMobile”の提供するソリューションについては、別紙を参照ください。 また詳細につきましては、下記 URL を参
照ください。
http://www.b-sol.jp/domobile

2. オフィス/自宅の PC の動作環境
DoMobile が走行するために必要な PC の環境は以下の通りです。
Windows 98/Me/NT4.0 Workstation/2000/XP Home/XP Professional
・ OS
・ CPU
Pentium 233Mhz 以上
・ メールクライアント
MS-Outlook 2000 (SR-1) / MS-Outlook 2002 / Outlook Express 5.5 以降
POP3
・ メールサーバ
・ メモリ
32MB 以上
・ HDD 空き容量
30MB 以上
・ インターネット接続環境 常時接続を推奨
なお、DoMobile のソフトウェアは下記 URL からダウンロードできます。
http://www.b-sol.jp/domobile

3. サービス提供価格と支払方法
（１）
サービス提供価格
500 円/月（税別）
（２）
支払方法
クレジットカード決済
（３）
利用可能クレジットカード会社
VISA / MASTER / JCB / アメリカン・エキスプレスカード
なお、サインアップした日から 30 日間は試用期間として無償にてご利用いただけます。

4. 携帯電話でのサービス開始時期
平成 14 年 11 月 21 日
注） PC,PDA でのサービスは平成 14 年 10 月 1 日より開始しております。

5. 販売目標
3 年後に 100 万ユーザ獲得を目標とする。

6. 弊社モバイルサービス事業の今後
（１）
Palm、SHARP ZAURUS（Linux 版）のサポート
（２）
リモートコントロール機能のサポート
リモート端末にオフィス PC の画面をそのまま表示し、オフィス PC を自由にコントロールする機能
（３）
企業向け DoMobile ソリューション
このたび開始するサービスはコンシューマ/SOHO をターゲットとしている。 企業で持つ厳しいセキュリティー･ポ
リシーを維持したまま DoMobile の機能を実現できる企業向けソリューションを提供する。

7. 開発および販売元
（１）
（２）

!
!
!

開発元 ： 日立ビジネスソリューション株式会社およびカナダ 01 Communique Laboratory Inc.
販売元 ： 日立ビジネスソリューション株式会社

I’m InTouch はカナダ 01 Communique Laboratory Inc.の商標です。
DoMobile は日立ビジネスソリューション株式会社の商標です。
その他記載されている会社名または製品名は各社の登録商標または商標です。
以上

日立ビジネスソリューション株式会社 システム営業部
〒140-0002

東京都品川区東品川 4 丁目 12 番 6 号 （日立ソフトタワーB）
電 話
(03) 5780-3459（営業担当） 担当:三友
(03) 5780-3381（技術担当） 担当：瀧本
FAX
(03) 5780-3389
URL http://hitachi-business.com
http://www.b-sol.jp/domobile

別紙

DoMobile が提供するソリューション
Email ソリューション
Outlook および Outlook Express とのシームレスな連携（Email 情報の一元管理）
① メール、予定表（Outlook 時のみ）、連絡先にリモートアクセスできます。
② メールの表示、転送、返信、送信ができます。
" メール送信時の送信者の Email アドレスは、リモート側 PC のものではなく、オフィスの PC のアドレス
が使用されるので、あなたの Email アドレスをひとつに集約できます。
" メールの表示は Web ブラウザを用いて行われるため、携帯電話へのメール転送時の様に「文字数

超過」で受信不可となったり、途中でメッセージが途切れたりと言うことはありません。
"
"
"

"

リモートから開封したメッセージは、オフィスの PC 上でも「既読」となるので、再度チェックする必要も、
面倒な同期作業も必要ありません。
リモートから送信されたメッセージは、すべてオフィスの PC 上のメールソフトの“送信済みアイテム”に
入り、出先からの送信メールも一元的に管理できます。
添付ファイルも開けます。たとえリモートで使用している端末にそのファイルを開くためのソフトが入っ
ていなくても、HTML に変換して簡易表示します。
# 携帯電話でも WORD や Excel などのドキュメントの内容を確認することができます。
新規に受信した Email を携帯電話に通知することができます。

単にメッセージを携帯転送するのではなく、あたかもオリジナルの送信者から送信された様に加工さ
れますので、送信者が誰なのかを確実に把握することができます。 また、携帯電話の受信可能な
メールの長さに合せて、メッセージを加工することができるので、大事なメッセージの欠損もありませ
ん。 さらに、従来のメール転送では転送メッセージが Email クライアント（Outlook や Outlook
Express）の送信済みフォルダに格納されてしまうため、管理が煩雑になっていましたが、DoMobile
は Email クライアントを介さず、独自にメールサーバにアクセスして送信しますので、送信済みアイテ
ムフォルダに受信通知メッセージは登録されません。
"

従来からモバイルソリューションとして使用されてきた Web メールのように、メールボックスの容量制
限がなく、当然、容量増加による使用料増加もありません。 また、自動的にメールが削除されてしま
うこともありません。

ファイルマネージメント ソリューション
オフィスの PC のローカル/ネットワークドライブにあるファイルにアクセスできます。
① オフィスの PC のローカル／ネットワークドライブのファイルを送信メールに添付できます。
② オフィスの PC とリモート PC との間でファイルのアップロード/ダウンロードおよびプレビューができます。
これにより、オフィス PC のファイルの一元管理が可能です。
従来からモバイルソリューションとして使用されてきたインターネットストレージサービスのように、外出先で
使用するであろうファイルのサーバへのアップロードの必要はありません。
あなたの PC 自体があなた専用のインターネットストレージに変わるのでアップロードし忘れの心配もなくな
り、容量に応じた料金増もありません。

ストリーム映像 ソリューション
オフィスの PC に装着したＷｅｂカメラのストリーム画像やスナップショットをモニタすることができます。
オフィスの在/不在確認や、自宅のペットの様子を監視することができます。

“Your PC from Any Browser” ソリューション
さまざまなリモート端末からアクセスできます。
“DoMobile”の“Your PC from Any Browser”テクノロジーにより、さまざまなインターネット端末から（世界中ど
こからでも）オフィスの PC へアクセスすることができるようになります。

セキュリティー ソリューション
強固なセキュリティー機能
① 日立ビジネスの DoMobile ロケーションサーバがアドレッシング情報を管理し、セキュリティー情報の関連付
けと認証をします。ロケーションサーバを経由しないログインは許容しません。このためあなたの PC への悪
意の進入は抑止され、セキュリティーは維持されます。
② あなただけが知っているユニークなＰＣ名称と、ユーザ ID（最大 254 文字）とパスワード（6～12 文字）による
ユーザ認証で、他人の接近を防止します。
③ 128 ビット SSL によって全ての情報が暗号化され、情報漏洩を防止します｡

