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電子メールをコンパクトに保存し、高速に検索・閲覧が可能な
Sendmail®用メールアーカイブシステムを販売開始
～100 万件の電子メールの本文や添付ファイルの内容を対象に、１秒以内の検索が可能～
株式会社 CSK Win テクノロジ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：古宮 浩行、以下 CSK Win
テクノロジ）とジップインフォブリッジ株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：柄澤 敏
美、以下 ジップインフォブリッジ）は、センドメール株式会社の Sendmail 製品と組み合わせて、
アーカイブおよび検索機能を提供するメールアーカイブセット「SAVVY（サビー）/MailRetriever
（メールリトリーバー） with Sendmail」を発表し、2009 年６月３日より販売を開始いたします。
電子メールの利用がビジネスの中心に位置づけられ、企業におけるコンプライアンス意識の高
まりを背景に、電子メールの保存が情報システム上の重要な課題となりました。こうした電子メー
ルの保存はコンプライアンス違反が発生した場合に有用な対策となります。同時に、即時に検索、
確認できない問題も発生していました。
メールアーカイブセット「SAVVY/MailRetriever with Sendmail」では、メールをデータベース
へ登録する時に暗号化と圧縮を行うことにより、約 100 万件の電子メール（本文および添付ファ
イルの内容）を１秒以内で高速に検索できるほか、さまざまな利用方法に対応した多彩な検索条
件を設定できます。また、電子メールの検索・閲覧に特化した Web 画面のインターフェイスによ
り、監査業務を迅速に行うことが可能です。
また、メールアーカイブの際にスパムなどの不要なメールのフィルタリングをご要望のお客様
のために、高度なフィルタリング機能を組み合わせた、メールアーカイブセット
「SAVVY/MailRetriever with Sendmail プラス」を同時に提供開始いたします。
メールアーカイブセット「SAVVY/MailRetriever with Sendmail」は１サーバーライセンスで
2,034,000 円（税抜）から、「SAVVY/MailRetriever with Sendmail プラス」は 250 ユーザーライ
センスで 2,268,000 円（税抜）から販売いたします。CSK Win テクノロジがパートナー各社を通
じ販売およびサポートを行います。CSK Win テクノロジの販売目標は 2009 年度で２製品を年間 50
セット目指しています。
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■ 「SAVVY/MailRetriever with Sendmail」の製品概要
製品名
構成製品

「SAVVY/MailRetriever with Sendmail」
「SAVVY/MailRetriever」
（ジップインフォブリッジ社製品）
「Sendmail Single Switch」（センドメール社製品）
（ジップインフォブリッジ社製品）
「Milter※１オプション」

特長

・ 「Milter オプション」が配信メールのコピーを行い、送信用とアーカイブ
用で経路を分散します。そのため、アーカイブシステムは送信経路とは別
の経路を使用するため、スムーズな動作が可能です。
・ 純国産の検索エンジンを使用し、約 100 万件の電子メールの本文、添付ファ
イルの内容を対象に、１秒以内に検索すること可能です。
・ 全角と半角、大文字と小文字を同一視しての検索や、
「渡辺＝渡邊」といっ
た新旧漢字の同一視など、日本語特有の文字処理に対応した検索機能を提
供します。
・ さまざまな検索条件の設定が可能で、多くの利用方法に対応します。
・ 検索した結果同士を演算することが可能です。単純な「AND」「OR」演算だ
けではなく、検索した結果から特定の条件を除外する（SUB）といった、複
雑な演算も可能です。
◆ 検索条件の例
「添付ファイル内のテキスト情報、Subject、添付ファイル名など、
どこかに指定キーワードが含まれる電子メールを検索したい」 など
◆ 利用方法の例
「To、Cc、Bcc、From、Date など条件を細かく設定して検索したい」
など

価格

サーバーライセンス／2,034,000 円（税抜）

※１「Milter」
： Sendmail が処理中のメールメッセージに外部プログラムからアクセスできるよ
うに設計されたメールフィルターAPI（命令や関数など）です。Milter を使用することで、メー
ルのアーカイブやフィルタリングの設定が可能です。

2

■ 「SAVVY/MailRetriever with Sendmail プラス」の製品概要
製品名
構成製品

「SAVVY/MailRetriever with Sendmail プラス」
「SAVVY/MailRetriever」
（ジップインフォブリッジ社製品）
「Sendmail Single Switch」（センドメール社製品）
「Sendmail Mailstream Manager」（センドメール社製品）

特長

「SAVVY/MailRetriever with Sendmail」のすべての機能に、以下の機能が追
加されます。
・ 「Sendmail Mailstream Manager」が配信メールのコピーを行い、送信用と
アーカイブ用で経路を分散します。そのため、アーカイブシステムは送信
経路とは別の経路を使用するため、スムーズな動作が可能です（「Milter
オプション」は不要）。
・ 「Sendmail Mailstream Manager」の高度なフィルタリング機能が利用可能
です。
・ Active Directory※２が導入された環境では、メール中の送信者情報を基に、
送信者の所属部署や役職情報を取得してアーカイブするメールに情報を付
与することができ、検索性を高めることが可能です。
・ 「Sendmail Mailstream Manager」のオプション「Anti-Spam」や「Anti-Virus」
を、メールアーカイブ環境と組み合わせて導入することが可能です。

価格

250 ユーザーライセンス／2,268,000 円（税抜）から

：ネットワーク上のコンピューターやユーザー、グループなどを共有し
※２「Active Directory」
ユーザーの属性などの情報を一元管理する Windows のディレクトリサービス。
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■検索画面イメージ

＜センドメール株式会社からのコメント＞
センドメール株式会社 日本法人社長 末政 延浩 様
情報漏洩対策や電子メールのコンプライアンス対策を強化する上で、電子メールのアーカイブ機
能は企業でのメールシステムにおいて無くてはならないものとなりました。
SAVVY/MailRetriever が持つ高度なアーカイブ、検索機能と弊社の Sendmail Mailstream Manager
の強力なメールのコンプライアンス監視機能、フィルタリング機能との組みあわせにより、最新
のメールアーカイブソリューションが提供できると考えます。また、アーカイブもメールシステ
ムの一部であり、24 時間 365 日常に稼働し続ける信頼性が求められます、弊社が長年の経験から
培った、電子メールの安定稼働を実現するノウハウがこのソリューションでも生かされるものと
確信しております。

■ 「SAVVY/MailRetriever with Sendmail」について：
http://www.cskwin.com/Products/MailArchive/mailarchive_index.html
以
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上

※Sendmail は、Sendmail,Inc.の登録商標です。
※SAVVY は、ジップインフォブリッジ株式会社の登録商標です。
※Microsoft、Windows、Windows Server、Active Directory 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。
※その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
【株式会社 CSK Win テクノロジについて】（ http://www.cskwin.com/ ）
マイクロソフト コーポレーションの世界初の合弁会社として設立された株式会社 CSK Win テク
ノロジは、Windows®ソリューションに関する豊富な経験とノウハウを活かし、Windows Server
System™を中心としたコンサルティングを推進しております。Windows 環境を最適化するためのコ
ンサルティングを長年手がけてきたほか、Windows 環境を強化する最先端のソフトウェア製品を
開発・販売しており、Sendmail やセキュリティ関連製品を中心に、幅広いラインナップを取り揃
えています。マイクロソフト社との強い協力関係と高い技術力を活かし、セキュリティ強化から
情報の戦略的活用まで付加価値の高いサービスを提供しています。
【ジップインフォブリッジ株式会社について】
（ http://www.info-brdg.co.jp/ ）
パターン認識技術を応用した超高速全文検索エンジン SAVVY を中核に、文書管理や企業内検索向
けパッケージ、システム組込み用全文検索エンジン等を開発販売しております。純国産全文検索
エンジンの老舗として 1986 年よりパッケージビジネスを展開しており、
2009 年 3 月末現在、2300
サーバー1700 社を超えるお客様にご利用いただき高い評価をいただいております。
■

本件に関するお問い合わせ先

株式会社 CSK Win テクノロジ
製品グループ

関口、村上

Tel: 03-3343-2513/ Fax: 03-3343-2501
Email: sales@cskwin.com
■

報道関係お問い合わせ先

株式会社 CSK Win テクノロジ
広報担当

浅原

Tel: 03-3343-2528/ Fax: 03-3343-2644
Email: cwt-pr@cskwin.com
■ ジップインフォブリッジ株式会社
システム営業部
Tel: 03-5690-7733/ Fax: 03-5690-7746
Email: wasavvy@info-brdg.co.jp
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