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 株式会社アドミラルシステム（埼玉県川口市、代表取締役丸山治昭、以下当社）は、「HotBiz ツールバー」機能を搭載

したインターネットグループウェアサービス「HotBiz Ver.5」の提供を７月１日から開始いたします。 

 

 本バージョンでは、グループウェアの機能として初となる「HotBiz ツールバー」を標準装備いたしました。 

 通常グループウェアを利用する際には、グループウェアのメイン画面を表示する必要がありますが、「HotBiz ツールバ

ー」をインストールし、ブラウザ内に「HotBiz ツールバー」を表示することによって、操作手順を大幅に軽減すること

が可能となりました。また、同時にタスクバー内に「HotBiz アラート」をインストールすることによって、ブラウザが

起動していなくても、開始時間が近づいたスケジュールやワークフロー等着信したメッセージ等がポップアップ表示され、

さらに、ポップアップしたメッセージをクリックすることによって、詳細を閲覧できるため、ブラウザに依存しない形で

のグループウェア利用が実現いたしました。 

 

 その他の追加機能としましては、出退勤管理、集計機能及びカスタマイズ機能を強化した「タイムカード」機能や日報・

週報・月報を簡易に作成・提出が可能となる「報告書」機能を標準装備いたしました。 

 

 当社では、今後も企業の皆様にインターネットグループウェアを業務効率化のツールとして活用して頂けますよう機能

を積極的に強化してまいります。 

  

 （注）「HotBiz ツールバー」及び「HotBiz アラート」は、Microsoft Windows XP/2000/ NT4.0 のいずれかの

OS・Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 以降のブラウザーで利用可能。 

 

サービスの詳細につきましては、以下のサイトに掲載しております。 

http://www.hotbiz.ne.jp/ 

本件に関する問い合わせ窓口 

株式会社アドミラルシステム 

経営企画室ＩＲ課 仁井 

電話：048-259-5111 

                              メール：ir@asj.ne.jp 

 

グループウェア初となる「ツールバー」機能搭載 
インターネットグループウェアサービス「HotBiz Ver.5」提供開始 



ツールバー

アラート

どこのサイトを見ていても...

クリックだけで...

　　システム必要条件 
　　・Microsoft Windows XP / 2000 / NT4.0　のいずれかのOS 
　　・Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2以降のブラウザー

HotBizの画面に
すぐにアクセス！
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*1：HotBizツールバーをご利用されるには、以下のシステムが必要となります。 

グループウェアをIEの機能のように利用できる、HotBizならではのツールです。

HotBizツールバーをブラウザー（*1）にインストール
すれば、どこのサイトを閲覧していてもすぐにグルー
プウェアHotBizの各機能にアクセスできます。 
必要なアイコンだけを表示できるので、迷うこともあ
りません。

予定や伝言を知らせてくれるアラート機能も標準装備。
HotBizアラートを起動しておくと、HotBizからの
お知らせメッセージが自動的に表示されます。 
ブラウザーが起動していなくても表示してくれる
ので、他の作業中でもグループウェアの更新を気

にする必要がありません。 

表示された内容を見たい場合
はタイトルをクリックするだ
けでブラウザー（*1）を起動
しHotBizにアクセスできます。
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■納得の６０日。 HotBiz は約２ヶ月間、 無料でご試用いただけます■
HotBiz では 「６０日間お試しコース （試用版を無料利用）」 「ご契約コース （正規利用）」 をご用意。
ご検討されているお客様は 「６０日間お試しコース」 をお申込みください。

[ 試用に関するご注意 ]
□ご利用に際して 「ユーザー ID」 と 「パスワード」 はセキュリティ上の観点から、 FAX にてお送りいたします。

お申込みの際には必ず FAX 番号をご記入ください。 FAX をお持ちでない場合はご郵送となり、 書類の発送をもちましてご試用期間の開始とな
ります。

□試用版利用中に入力いただいたデータの破損等についての保証はできかねます。 必要なデータはバックアップを行うようにお願いします。 また
機密保持にかかわるデータの入力や転送はご遠慮ください。 メンテナンスのためにやむをえず一時的な利用の中断をお願いする場合がござい
ます。 試用版のご利用において発生したいかなる事態の責任も負いかねます。 あらかじめご了承ください。

[ ご試用期間中に正規版を契約する場合 ]
□試用期間途中で本契約に移行する場合は 「契約者管理メニュー」 よりお申込みください。

※　試用版利用日数は、 本契約のお申込みを受理し、 請求書発行より 14 日間となります。
　　　14 日間を過ぎますとサーバーが停止することがございます。 指定期間内にご入金をお願いします。
※　「HotBiz ライト」 をご契約の場合には、 試用版よりディスク容量／ユーザー数が少なくなりますのでご注意ください。

[ ご試用をやめる場合 ]
□試用期間途中で利用を中止する場合は HotBiz ホームページ上よりお申し出ください。 利用解除の費用はいただきません。

HotBiz Ver.5.0 料金表

６０日間お試しコース

ご契約コース

ご利用料金

オプション料金

[ ご利用に関するご注意 ]
□ご利用に際して 「ユーザー ID」 と 「パスワード」 はセキュリティ上の観点から、 FAX にてお送りいたします。

お申込みの際には必ず FAX 番号をご記入ください。 FAX をお持ちでない場合はご郵送となり、 書類の発送をもちましてご利用開始となります。
□ HotBiz ホームページ上にある重要事項やご利用規約をお読みになった上でお申込みください。

最低契約期間は 「HotBiz ビジネス」 「HotBiz ライト」 ともに 6 ヶ月間となります。
※　「HotBiz ライト」 はメッセンジャー機能をご利用いただけません。

[ ご解約の場合 ]
□解約のお申し出は 「契約者管理メニュー」 より承ります。
□最低契約期間内のご解約につきましては、 最低契約期間にかかる月額利用料相当額をお支払いいただきます。 あらかじめご了承ください。

http://www.hotbiz.ne.jp/

お申込みはインターネットで

サービス開始月の基本料金は無料です。

試用期間と料金 60 日間、 無料でご利用可能

利用できる機能 すべての機能

利用人数 100 ユーザー

ディスク容量 100MB

ＳＳＬについて ご利用できます

サポートについて 使用方法などをサポートします

データについて 本契約に引き継ぎ可能

サービス名 HotBiz ライト HotBiz ビジネス

利用人数 30 ユーザー 200 ユーザー

ディスク容量 50MB 200MB

ＳＳＬについて ご利用できます

サポートについて 専用サポート電話 ・ FAX ・ Ｅメールでサポートします

サービス名 ライセンス数 ディスク容量 月額基本料金 初期費用

HotBiz ライト 30 ユーザー 50MB 2,940 円 ( 税込） 3,150 円 （税込）

HotBiz ビジネス 200 ユーザー 200MB 10,500 円 （税込） 10,500 円 （税込）

オプションサービス名 ライセンス数 料金 設定費用

ウィルスチェック 設定済み全ユーザー
10 ユーザー 2,100 円 ( 税込 ) ／月額

以降 1 ユーザーにつき 210 円 （税込 ) 追加
無料

データ復元 1 回 3,150 円 （税込） ─

ディスク容量追加 1 セット （50MB） 1,050 円 （税込） ／月額 無料

親子関係 1 契約 5,250 円 （税込） ／月額 無料


