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TCB テクノロジーズと弥生、ネットワーク対応業務ソリューションの提供で協業 

 
 TCB テクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 西村拓美 以下 TCB）と

弥生株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役兼代表執行役社長：飼沼 健、親会社：株式会

社ライブドアホールディングス 以下 弥生）は、サーバベースコンピューティング(SBC)による

セキュアなネットワーク対応業務ソリューションの提供に関し、共同の販売プロモーションを行

うことで合意いたしましたので、下記の通り参考開示いたします。 
 

記 
 
1. 協業の概要 

 弥生が提供するネットワーク対応型業務ソフト「弥生ネットワーク」シリーズと、TCB
が提供するアプリケーションサーバソフトウェア「Propalms TSE」を組み合わせ、リモー

トアクセスのセキュリティと情報漏洩対策の強化、TCO(総所有コスト)の削減、業務プロセ

スの円滑化・効率化を実現します。詳細は、添付プレスリリースをご参照下さい。 
 
2.今後の見通し 

 今回の発表における当期業績への影響については、現時点では不明でありますが、状況が

明らかになりしだい速やかに開示いたします。 
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セキュアなリモートアクセスや情報漏洩対策の強化と TCO の削減を可能に 
 
 

TCB テクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西村拓美、以下 TCB）と弥生株

式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役兼代表執行役社長：飼沼 健、以下 弥生）は、サーバ

ベースコンピューティング(SBC)によるセキュアなネットワーク対応業務ソリューションの提供で協業す

ることを発表します。今回の協業では、弥生が提供するネットワーク対応型業務ソフト「弥生ネットワー

ク」シリーズと、TCB が提供するアプリケーションサーバソフトウェア「Propalms TSE」を組み合わせ、

リモートアクセスのセキュリティと情報漏洩対策の強化、TCO(総所有コスト)の削減、業務プロセスの円

滑化・効率化を実現します。 
 
「弥生ネットワーク」シリーズは、発売から 20 周年を迎える「弥生」シリーズが誇る使い勝手と機能性を維

持しながら、LAN/WAN 環境で複数ユーザが同時に利用できる、コストパフォーマンスに優れたクライア

ント/サーバ型の業務ソフトです。モバイル環境での利用や拠点間での業務分担による効率化、さらに情

報やデータの一元管理を可能にし、的確で迅速な経営判断や戦略意思決定を支援します。 
 
また、TCB が提供する「Propalms TSE」は、Windows サーバベースコンピューティング環境を、簡単

かつ低価格で構築可能なアプリケーションサーバソフトです。クライアント/サーバ型アプリケーションを含

む各種ビジネスアプリケーションを変更することなく、Web ブラウザやシンクライアントからのリモート利用

が可能になります。ユーザ認証によるアクセス制御、通信経路におけるセキュリティ確保などの機能をも

つアプリケーションソフトを低コストで導入できることが特長です。5 同時ユーザライセンスを 146,000 円

(税別)から導入できるので、他社ソフトに比べて約 1/2 から 1/3 という低価格を実現しています。さらに、

インストールと基本設定も短時間で完了することができます。 
 
通信網の高速・低価格化により、ブロードバンド環境でのネットワーク運用が必要不可欠となる一方で、

クライアント PC の紛失などといった事故による情報漏洩も多発しており、内部統制やコンプライアンスと

いう観点から、企業や自治体にとって情報漏洩対策やセキュリティ強化が重要課題となっています。そ

のため、業務効率を低下させずに TCO を削減できるソリューションが求められています。今回の連携ソ

リューションでは、「Propalms TSE」によるセキュアなサーバベースコンピューティング環境で「弥生ネッ

トワーク」シリーズが利用できるようになることから、クライアントはアプリケーションをインストールする必要

がなく、メンテナンス費用やウィルス対策費用などを大幅に削減できます。さらには、シンクライアントの

利用や TCO の削減が可能になり、クライアント PC 紛失などによる情報漏洩対策も強化できます。 
 

両社では、今後この連携ソリューションの販売・マーケティング活動を共同で展開し、大規模システムが

必要な大手企業だけでなく、中小規模法人も含めた幅広い市場を開拓していきます。 
 

※ 「弥生ネットワーク」シリーズのうち、今回の連携ソリューションの対象となるのは「弥生会計ネットワーク」、

「弥生販売ネットワーク」の 2 製品で、「弥生人事給与ネットワーク」は含まれていません。 
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＜ご参考＞ 
○Propalms TSE と弥生ネットワークシリーズとの連携ソリューションについて 
 

【1】活用例と主な特長 
・LAN 及び WAN 環境での情報漏洩対策 
・本社、支店、工場間のタイムリーな情報共有 
・社外の営業担当者による販売管理システムへのリモートアクセス 
・システム管理者によるクライアント管理作業の軽減 
・アクセス制御の一元管理  など 

 
【2】標準価格 

弥生会計 07 ネットワーク for SQL 2 ライセンス 360,000 円（税別）～ 
弥生販売 07 ネットワーク for SQL 5 ライセンス  800,000 円（税別）～ 
 
Propalms TSE Ver5.0 5 同時ユーザライセンス 146,000 円（税別）～ 
※弥生ユーザ向けの少数ライセンスも用意しています。 
 

【3】販売および共同プロモーションについて 
弥生および TCB 両社の販売代理店、リセラー、エンドユーザ等に対する、販売・マーケティング活

動の共同展開 
※それぞれの製品は、各社および各社の販売代理店経由で販売します。 
 

● 「弥生ネットワーク」シリーズについて 
「かんたん・やさしい」が特長の弥生シリーズを複数のユーザが利用できる、サーバを活用したネット

ワーク対応版の製品です。遠隔地をネットワークで結ぶことにより、拠点間の業務分担が可能で、基幹業

務の効率化、高速化に貢献します。また、散在している情報やデータを本社で集約、一元管理すること

で、的確な経営判断、迅速な戦略意思決定を実現します。 
 
 
● 「Propalms TSE」について 

英国 Propalms Ltd. が開発し、TCB が国内総代理店として日本語版を販売している、サーバベー

スコンピューティング環境の構築が可能なアプリケーションサーバソフトです。システムの集中化と簡単か

つ快適なリモートアクセスにより、情報漏洩・ウィルス対策と TCO 削減を同時に実現します。 
 
《主な機能》 

・ Windows 標準プロトコル RDP(Remote desktop Protocol)を利用し、Windows アプリケーションを

シームレスに配信 
・ サーバベースの各アプリケーションに対するアクセスをユーザやグループごとにセキュア制御 
・ 単一ポートへ通信を統合、簡単かつ安全にファイアウォールを超えることが可能 
・ データの一元管理による物理的な情報漏洩の防止 
・ ファイル・アソシエーション（※ファイルの保存場所を問わない）機能による利便性の向上 
・ リジューム機能により、突然のネットワーク障害や異なるクライアント機器からの継続作業に対応 
・ 汎用プリンタドライブ（EMF UniDriver）を実装し、印刷トラブルの解決 
・ サーバ・ファーム全体をリソースベースで負荷分散、アプリケーション負荷の平衡化 
・ アプリケーションの使用状況を監視・測定し、使用状況レポートの生成 
・ HTML ベースの起動画面はカスタマイズが可能、既存ポータルサイトとの連携も簡単に実現 

 



【TCB テクノロジーズ株式会社について】 
TCB テクノロジーズ株式会社は、サーバベースコンピューティング構築を主要な事業の一つ（ミドルウェア

部門）として位置付けております。ミドルウェア部門では、海外のネットワーク関連ソフトウェアベンダーの日

本語版開発・サポート・販売・マーケティングを行い、日本の顧客ニーズにマッチした製品をタイムリーに市

場投入することを戦略の一つとしております。 
2003 年 3 月 東証マザーズ上場。 

本社所在地 ： 東京都港区港南 2-11-19 大滝ビル 
代表者 ： 西村 拓美（代表取締役社長） 
創 業 ： 1996 年 
資本金 ： 6 億 3033 万円 
事業内容 ： 各種インターネット関連事業 
URL ： http://www.tcbtech.co.jp/ 

 
 
【弥生株式会社について】 
弥生株式会社は、日本の中小規模事業者向け業務ソフトウェアおよびきめ細かいサポートとサービスを提

供しています。主力製品である「弥生」シリーズは中小規模法人や個人事業者の業務効率化のみならず、

企業の活性化に寄与している点が評価されて数々の賞を受賞し、一般企業や個人事業者だけでなく、多く

の会計事務所でも採用されています。また、インターネットや IT などを駆使して、税理士などの各種専門家

や先進的な企業とのパートナーシップにより、中小企業の経営支援を行うサービスも提供しています。 
本社所在地 ： 東京都千代田区神田紺屋町 17 SIA 神田スクエア 
代表者 ： 飼沼 健（代表取締役兼代表執行役社長） 
創 業 ： 1978 年 
資本金 ： 10 百万円 
事業内容 ： 業務ソフトウェアならびに関連サービスの開発・販売・サポート 
URL ： http://www.yayoi-kk.co.jp/ 

 
 
【本件に関するお問合せ】 
●報道関係の方： 
 ◆TCB テクノロジーズ株式会社 サーバーソリューションズ事業本部 ミドルウェア部 川口 明男 
 Tel: 03-5715-0820 E-mail: kawaguchi_akio@tcbtech.co.jp 
 ◆弥生株式会社 広報 杉岡 Tel : 03-5207-8827 E-mail: megumi_sugioka@yayoi-kk.co.jp 
 
●お客さま： 
 ◆TCB テクノロジーズ株式会社 サーバーソリューションズ事業本部 ミドルウェア部 
 Tel: 03-5715-0822 E-mail: sbc@tcbtech.co.jp 
 ◆弥生株式会社 カスタマーセンター TEL：0570-001-841 
 受付時間：9:30～12:00、13:00～17:30（土曜・日曜・祝日と弊社休業日を除く） 
 
＊文中に記載されている製品名及び会社名は、一般的に各社の商標または登録商標です。 


