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フリービット、iPhone を Web サーバー化するアプリ「ServersMan（R）@iPhone 3.0β」  

77 カ国の App Store で無料公開開始！ 

～「"True" Cloud Storage in Your Pocket by ServersMan」キャンペーンを世界展開～ 

 

 当社は、本日添付のプレスリリースを行いますのでお知らせいたします。 
尚、本件に伴う平成 22 年 4 月期の業績への影響につきましては、現時点では軽微であると

考えております。 
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報道関係者 各位 

2009 年 9 月 7 日 

フリービット株式会社 

 

フリービット、iPhone を Web サーバー化するアプリ「ServersMan（R）@iPhone 3.0β」  

77 カ国の App Store で無料公開開始！ 

～「"True" Cloud Storage in Your Pocket by ServersMan」キャンペーンを世界展開～ 

 

フリービット株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:石田宏樹、以下フリービット)は、9

月 7 日、iPhone/iPod touch（R）を"True" Cloud Storage として利用可能にするアプリケーションソ

フトの最新版「ServersMan@iPhone 3.0β」を世界 77 カ国にあるすべての App Store で無料公開を

開 始 し ま し た 。 全 世 界 で の ServersMan@iPhone 3.0 β 公 開 に 伴 い 、 フ リ ー ビ ッ ト で は

ServersMan@iPhone の対応言語をこれまでの日本語、英語、中国語から、フランス語、ドイツ語へ

と拡大します。 

 

5 月に参入した米国と今回、ServersMan の公開地域に加わった同 2 位の英国両国を合わせた

iPhone ユーザー数は日本のおよそ 26 倍となります。また、今回、新たに言語パッケージを提供す

るドイツ、フランスも日本とほぼ同規模の iPhone ユーザーを抱える市場です。さらに年間 2 億台の

携帯電話が発売される中国市場でも、年末までに中国聯通（China Unicom）より iPhone が発売さ

れることが明らかになっております。フリービットではこれらの国々のユーザーが戸惑うことなく、

ServersMan をご利用いただけるよう、各国語対応を図るとともに、「"True" Cloud Storage in Your 

Pocket by ServersMan」というキャッチフレーズの下、日本市場にとどまらないマーケティング活動

によって、ServersMan の国際展開の成功を目指します。 

 

ServersMan@iPhone は、5 分足らずの簡単なセットアップを済ませるだけで、iPhone/iPod touch

を既存のクラウド・ストレージに引けを取らない「"True" Cloud Storage」へと変身させるソフトウエ

アです。3G、Wi-Fi、Bluetooth(R) といった “あらゆるネットワーク” をシームレスに切り替え、

iPhone/iPod touch でユーザーが扱いたいであろう “あらゆるファイル” を取り込み、閲覧し、取り

出すことを可能にします。さらに、Cloud Storage 化した iPhone/iPod touch に保存されているファイ

ルは、世界最初の携帯電話で動作する Web サーバーサービスである ServersMan を利用すること

で、世界中に Web ページとして公開することも可能です。 

 

今回、全世界の App Store へ公開した ServersMan@iPhone は、現行の ServersMan ラインアッ

プの中でも最も人気を集めているシリーズです。2009 年 2 月に公開した日本語版は、10 日間で約

1 万ユーザーを獲得しました。また、8 月 15 日に公開した ServersMan@iPhone 3.0βも日本の App 
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Store で仕事効率化部門 1 位にランクインするなど好評を博しております。 

 

フリービットの石田宏樹代表取締役社長兼 CEO は今回の発表について、以下のようにコメント

を述べております。 

「このたび、ServersMan@iPhone 3.0βが実現したシンプルで革新的なソリューションを、全世界

のiPhoneユーザーに提供させていただけることを、心からうれしく思います。ServersManが実現し

た『"True" Cloud Storage in Your Pocket』というユーザー体験は、国や文化の違いを超えて多くの

方々に受け入れていただけると確信しております」 

 

iPhone 3G/3GS の累計出荷台数は 2009 年末までに 3000 万台を超えると予想されます。今後、

フリービットではこれらの市場に対し、ServersMan の魅力を積極的に訴求していく予定です。 

 

【ご参考】ServersMan@iPhone 3.0βの主な特徴 

 

・ブラウザー、WebDAV どちらからもデータやり取り OK な自分だけのオンラインストレージ 

ServersMan をインストールし"True" Cloud Strage 化した iPhone/iPod touch に対して Mac や

PC のブラウザーから直接ファイルをアップロードできます。iPhone/iPod touch と PC/Mac とのデ

ータのやりとりの際でも、ケーブル接続や iTunes との同期作業は必要ありません。 

また、WebDAV（Web Distributed Authoring and Versioning）もサポートしていますのでブラウザ

ーを経由せず、iPhone/iPod touch とデータをやりとりすることも可能です。 

 

・iPhone で手軽に使えるファイルマネージャー/ビューワー 

ServersMan 内にアップロードされたファイルは、iPhone/iPod touch 上で直接、ファイル名の変

更・削除やフォルダへの移動ができます。MS Office（Excel、Word、PowerPoint）、PDF、iWork

（Keynote、Numbers、Pages）、テキスト、HTML、CSS といった各種ファイルに対応したビューワー

機能も付属します。また、コピー・アンド・ペーストもサポートしたテキスト編集機能もあります。 

 

・iPhone 内のデータをインターネット上に公開、ServersMan 上でマッシュアップも OK 

ServersMan 自体が Web サーバーとして動作しているので、ユーザーは iPhone 上で公開したい

データを選び、数回タッチするだけでインターネット上に公開できます。また、ServersMan が Web

サーバーとして機能しているので、たとえば iPhone の GPS 機能と Google Maps の地図データを

ServersMan 上でマッシュアップして、ServersMan 上のサイトとして公開することもできます。 

 

・音、写真、映像のリアルタイム公開 

ServersMan を使えば、iPhone で録音した音声、撮影した写真、録画した動画を、インターネット
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上のどこにもアップロードする必要なく、そのままインターネットに公開できます。 

 

・3G/Wi-Fi/Bluetooth 最適なネットワークを選択可能、しかも無料 

ServersMan と似た機能を持つアプリケーションでは、iPhone が使用するネットワークが

3G/Wi-Fi かによってアプリケーションを使い分けなくてはならなかったり、ソフトの料金が異なった

りします。ServersMan ではこのようなことはありません。3G/Wi-Fi どちらにするかは、フリービット

の独自技術「Cloud Switch」により自動的に処理されます。Wi-Fi 使用時には iPhone にアクセスを

する Win/Mac が LAN の内外どちらにあるかも自動検出して最適なルートを判断します。何よりも

ServersMan は価格が無料です。 

また、3.0βからは ServersMan をインストールしている端末同士なら、Bluetooth を使って直接フ

ァイル交換することも可能です。 

 

そのほかにも、ServersMan@iPhone 3.0βには iPhone/iPod touch をより便利に使うための豊富

な機能があります。より詳しい情報は http://serversman.com/をご覧ください。 

 

「ServersMan@iPhone」の利用方法 

App Store から無料でダウンロード、インストールできます。 

※ServersMan をご利用いただく際にはメールアドレスが必要となります。  

 

○動作環境 

iPhone 3G/3GS、iPod touch（※iPhone OS 3.0 へのソフトウェアアップデートが必要です。） 

 

ServersMan 関連サイト 

YouTube(R): http://www.youtube.com/serversman/ 

Twitter（R）: http://twitter.com/serversman/ 

 

「ServersMan@iPhone 3.0β」各国語版の画面のイメージは以下で公開しております。 

http://www.freebit.com/press/pr2009/20090907.html#image 

 

【フリービット株式会社について】 

 フリービットは、独創的なインターネット技術と事業企画力によって、クラウド化する社会に対応

する「Smart Infra 提供事業」を行っています。特許取得技術を含む最先端のテクノロジーと市場の

ニーズを先取りするマーケティングを組み合わせることで、他の追随を許さない独自のネットワー

クサービスを展開し、「IT 時代のものづくり」をキーワードに新たな価値の創造に努めております。 
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【報道関係者からのお問い合わせ】 

フリービット株式会社 広報担当／安部、中村、佐藤 

Mail: Press@FreeBit.net 電話番号：03-5459-0522 

 

※ServersMan はフリービット株式会社の登録商標です。 

※Apple、iPhone、iPod touch、iTunes および App Store は、Apple Inc.の商標です。 

※Bluetooth(R)は Bluetooth SIG, Inc. USA の商標です。 

※その他各社の商標は各社に属します。 


