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iiiiPhonePhonePhonePhone同士同士同士同士をををを軽軽軽軽くぶつけてくぶつけてくぶつけてくぶつけてデータデータデータデータ交換交換交換交換できるできるできるできるBumpBumpBumpBumpにもにもにもにも対応対応対応対応！！！！    

機能機能機能機能をををを大幅大幅大幅大幅アップアップアップアップしたしたしたした「「「「ServersMan@iPhone 3.8ServersMan@iPhone 3.8ServersMan@iPhone 3.8ServersMan@iPhone 3.8.4.3.4.3.4.3.4.3ββββ」」」」をををを本日本日本日本日公開公開公開公開    

～～～～独自独自独自独自ののののPDPDPDPDFFFFビューワービューワービューワービューワー実装実装実装実装、、、、複数複数複数複数ファイルファイルファイルファイルののののアップロードアップロードアップロードアップロード対応対応対応対応などなどなどなど    

多多多多くのくのくのくの機能機能機能機能をををを加加加加えてえてえてえてバージョンアップバージョンアップバージョンアップバージョンアップ！！！！～～～～     

    

 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23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 

2010年 5月 12日 

フリービット株式会社 

    

iiiiPhonePhonePhonePhone同士同士同士同士をををを軽軽軽軽くぶつけてくぶつけてくぶつけてくぶつけてデータデータデータデータ交換交換交換交換できるできるできるできるBumpBumpBumpBumpにもにもにもにも対応対応対応対応！！！！    

機能機能機能機能をををを大幅大幅大幅大幅アップアップアップアップしたしたしたした「「「「ServersMan@iPhone 3.8ServersMan@iPhone 3.8ServersMan@iPhone 3.8ServersMan@iPhone 3.8.4.3.4.3.4.3.4.3ββββ」」」」をををを本本本本日日日日公開公開公開公開    

～～～～独自独自独自独自ののののPDFPDFPDFPDFビューワービューワービューワービューワー実装実装実装実装、、、、複数複数複数複数ファイルファイルファイルファイルののののアップロードアップロードアップロードアップロード対応対応対応対応などなどなどなど    

多多多多くのくのくのくの機能機能機能機能をををを加加加加えてえてえてえてバージョンアップバージョンアップバージョンアップバージョンアップ！！！！～～～～     

    

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、

5月12日、iPhone/iPod touch(R)をインターネットから直接アクセス可能な"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 3.8.4.3β」を世界90カ

国にあるすべてのApp Storeで無料公開を開始しました。 

 

今回のバージョンアップでは、多くのユーザーの皆様からお寄せいただいた声にお応えし、ファ

イル操作機能、ファイルビューワー機能を強化し、より便利に、使いやすくなりました。 

 

iPhone同士をコツンと軽くぶつけるだけでデータ交換可能な人気アプリケーション「Bump」への

対応や、PDFビューワー機能の強化、複数ファイルの同時アップロードの実現など、マイナーバー

ジョンアップでありながら多くの機能追加を行っています。ServersManをサーバーとしてだけでなく、

より様々な用途でご利用いただけるようにいたしました。iPhone上でファイルのコピー、移動が可

能になるなど、iPhone単体でのデータ管理も簡単に行えます。 

 

また、ServersManが持つリアルタイムコミュニケーションプラットフォームとしての特性を活かし、

Twitter連携も強化しました。例えば「ServersManを公開する時に、リアルタイムでフォロワーに告

知」するといった使い方も可能となります。 

 

 「ServersMan@iPhone 3.8.4.3β」の主な特徴は以下のとおりです。 

 

１１１１．．．．    iPhoneiPhoneiPhoneiPhone 同士同士同士同士ををををコツンコツンコツンコツンとぶつけるだけでとぶつけるだけでとぶつけるだけでとぶつけるだけでデータデータデータデータ交換可能交換可能交換可能交換可能なななな人気人気人気人気アプリアプリアプリアプリ「「「「BumpBumpBumpBump」」」」にににに対応対応対応対応    

 iPhone の端末同士を軽くぶつけ合わせることでデータの交換を実現するアプリ「Bump」に

対応いたしました。これにより、ServersMan をインストールした iPhone同士でのデータ交換が

ずっと便利になりました。 
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２２２２．．．．    複数複数複数複数ファイルファイルファイルファイルのののの同時同時同時同時アップロードアップロードアップロードアップロードにににに対応対応対応対応（（（（ββββ版版版版））））    

 ServersManでは、これまでブラウザから iPhone に複数ファイルをアップロードする場合には、

対象となるファイルを zipで圧縮し、1 つのファイルにまとめる必要がありました。 

3.8.4.3βでは、これまで多くのご利用者様からご要望を頂戴しておりました「ブラウザから

の複数ファイルのアップロード」機能を搭載し、これまで以上に便利にご利用いただけるよう

になりました。 

    

３３３３．．．．    PDFPDFPDFPDF ビューワービューワービューワービューワー機能強化機能強化機能強化機能強化    

 ServersMan ではパソコンのブラウザを通して、iPhone にデータを「アップロード」することが

可能です。iPhone 内に保存したデータはServersMan上のファイルマネージャーに表示され、

ファイル自体の内容も閲覧できます。 

 ファイル閲覧機能の中でも「ServersMan を PDF リーダーとして使用したい」という声が多か

ったことから、今回、PDF ビューワー機能を全く新しく設計し、機能を強化しました。 

 これにより、大量のページから構成される PDF ファイルを開く場合の速度は旧バージョンと

比較して約2倍(注)高速になったほか、本文検索機能を追加し、スムーズな閲覧ができるよう

になりました。一般に出回っている iPhone専用のPDFビューワーを上回る利便性を提供する

「Better Reader」としてご利用いただけます。 

    

ごごごご参考参考参考参考：：：： 某PDF閲覧ソフトとの機能比較 

 ServersManServersManServersManServersMan標準装備標準装備標準装備標準装備のののの    

ファイルファイルファイルファイル閲覧機能閲覧機能閲覧機能閲覧機能    

某某某某PDFPDFPDFPDF閲閲閲閲覧覧覧覧ソフトソフトソフトソフト    

複数ファイルの 

同時転送 
○ × 

料金 無料 115円 

対応ファイル PDFのほか、Word、Keynote、 

Excel、Pagesなどにも対応 

PDFのほか、Word、Keynote、 

Excel、Pagesなどにも対応 

保存ファイル数 無制限 無制限※ 

転送方法 WiFi/3G/Bluetooth/Bump WiFi/USB 

※ 無料版は保存ファイル数 5 ファイルまで 

    

４４４４．．．．    TwitterTwitterTwitterTwitter 連携強化連携強化連携強化連携強化    

ServersMan が持つリアルタイムコミュニケーションプラットフォームとしての特性を活かすた

め、Twitter との連携機能をさらに強化し、ServersMan を起動したときに自動的につぶやきを作

成する「自動ツイート」機能を実装しました。 

これまでもご好評を得ていた ServersMan の位置情報のリアルタイム発信に加えて、
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ServersMan を起動して iPhone 中の画像をインターネットに公開したタイミングでフォロワーに

告知することが出来るようになり、よりタイムラグのない形で情報を共有することができます。 

また、Twitterのタイムライン表示、ツイートへの返信、ダイレクトメッセージの送受信も可能と

なり、Twitter クライアントとして ServersMan をご利用いただくことも可能になりました。 

 

５５５５．．．．    アプリアプリアプリアプリのののの高速高速高速高速・・・・安定化安定化安定化安定化    

アプリケーションの起動が約 3 倍(注)速くなりました。 

また、ServersMan@iPhone ユーザーの皆様より「起動中にアプリが落ちる場合がある」との

ご報告をいただいておりましたが、プログラムに実装しているロジックを全面的に見直し、不具

合を解消、より高速・安定した状態で、ServersMan をご利用いただけるようになりました。 

 

６６６６．．．．    そのそのそのその他他他他    

以下のような点を改善しております。    

・ iPhoneiPhoneiPhoneiPhone 上上上上でのでのでのでの操作性向上操作性向上操作性向上操作性向上    

 ServersMan@iPhone に保存したファイル、フォルダの zip 圧縮も可能になりました。また、

iPhone 上で、ファイルのコピー、移動が可能になりました。 

・ 写真写真写真写真データデータデータデータのののの大幅読大幅読大幅読大幅読みみみみ込込込込みをみをみをみを実現実現実現実現    

カメラロール内に 1,000 枚以上の写真が存在する場合においても、ServersMan で読み込

み、公開ができるようになりました。 

・ ユーザーインタフェースユーザーインタフェースユーザーインタフェースユーザーインタフェースのののの変更変更変更変更    

機能追加に伴い、トップ画面で表示する機能を精査し、より使いやすいユーザーインタフェ

ースへと変更しました。 

 

■「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、iPhoneOS 3.0以降（iPhone OS 3.1.2対応） 

■ServersMan関連サイト 

サービスURL： http://serversman.com/ 

YouTube： http://www.youtube.com/serversman 

Twitter： http://twitter.com/serversman 

 

注： 当社調べ 
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ServersMan@iPhone 3.8ServersMan@iPhone 3.8ServersMan@iPhone 3.8ServersMan@iPhone 3.8.4.3.4.3.4.3.4.3ββββ    各機能各機能各機能各機能のののの特徴特徴特徴特徴    

１１１１．．．．BumpBumpBumpBump をををを利用利用利用利用したしたしたしたファイルファイルファイルファイル交換交換交換交換     

 
 

URL：http://www.freebit.com/press/images/20100512/Bump_image.jpg 

2.2.2.2.        複数複数複数複数ファイルファイルファイルファイルのののの同時同時同時同時アップロードアップロードアップロードアップロード    

    

URL：http://www.freebit.com/press/images/20100512/Top_image.jpg 
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3.3.3.3.    TwitterTwitterTwitterTwitter 連携機能連携機能連携機能連携機能    

                            

▲Twitter 機能設定画面        ▲タイムライン表示画面          ▲ツイートへの返信画面 

 

・設定画面 URL：  http://www.freebit.com/press/images/20100512/twitter01.jpg 

・タイムライン表示画面 URL： http://www.freebit.com/press/images/20100512/twitter02.jpg 

・ツイートへの返信画面 URL： http://www.freebit.com/press/images/20100512/twitter03.jpg 

 

 

 

【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。 

 

【報道関係者からのお問い合わせ】 

フリービット株式会社 グループ経営企画室 広報グループ／佐藤 新、小椋 千晶 

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.の商標もしくはトレードマークで

す。 

※その他、記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。 


