
Zimbraとは
メールは、誰もが使うものです。Radicati Group, Inc. は、 

「2016 ～ 2020 年メール統計レポート」で次のように 
報告しています。

全世界のメール利用者数は、2016 年に 260 億人を超えており、
2020 年末には 300 億人に達する見込みです。世界人口の半数近
くが、2020 年末までにメールの利用者になると考えられています。

ZIMBRAの概要
何億人もの人が Zimbra を信頼し、自分がもっとも 
大切にするミーティングやメッセージを Zimbra の 
Email Collaboration Platform で共有しています。

柔軟性
自社のデータセンターに配置する。パブリッククラウドまた
はプライベートクラウドに配置する。Zimbra ホスティング
パートナーを介して接続する。

「メールシステム、そして IT システム全体の 
セキュリティとプライバシーが、Bioluz の最大の
懸案です。Zimbra をオンプレミスでホスティング
しているのも、そのためです。さらに Zimbra は、 
非常に効率の高いセキュリティを備えた 
ソリューションを提供してくれます。」 
Aitor BETELU （フランス Bioluz、ヘルスケア）

アクセシビリティ
Zimbra なら、いつでもどこでも、どんなデバイスからもア
クセスできます。

「外出中やオフィス内でのモビリティに対するニーズ
に応えるために、コラボレーションメッセージングを
Zimbra のウェブベースのソリューションにアップグ
レードすることにしました。」Stéphane Gosnet  

（フランス Mairie du Mans、市役所）

互換性
Microsoft Outlook をどうしても使い続けたい。Zimbra 
Connector for Outlook を使えば、ユーザーが Microsoft 
Outlook でメールボックス、カレンダー、連絡先、タスク
を同期できます。 

Zimbra Connector for Outlook とそのメリットについての
詳細は、www.zimbra.com をご覧ください。

世界人口の半数近くがメールを利用するようになったとき、会
社のメールコミュニケーションにとって何が最も重要になるで
しょうか。

世界をリードするオープンソースのメッセージング＆コラボレー
ションソリューション、Zimbra Collaboration は、140 を超え
る国で 5,000 以上の企業と公共機関、数億人のエンドユーザー
から信頼を受けています。

Zimbra Collaboration は、次のような要素に特化したメールプ
ラットフォームです。

プライバシー
データセンターにも、クラウド環境にも配置できる Zimbra は、
あらゆる企業におけるデータ主権の要件やプライバシーのニー
ズを満たします。

「メールの安定性と信頼性を理由に Zimbra に 
移行したのですが、Zimbra はプライバシーの 
面でも以前のメールサービスより優れています。」 
Aleksandar Sudarević（ドイツ Jago AG、e コマース）

セキュリティ
Zimbra には、二要素認証、メール暗号化、TLS や HTTPS な
どを介した安全通信といった機能がすぐに使える形で用意され
ています。Zimbra とサードパーティ製のセキュリティアプリの
統合も簡単に行えます。

「セキュリティを重視している Zimbra のテクノロジー
は、当社が顧客に対して約束しているプライバシーを
実現する上で最適な基礎となっています。」 
John Webster（米国 XMission、マネージドサービス）

全世界での Zimbra の実績
• 140 ヶ国以上で利用
• 1,900 を超えるパートナー
• 200,000 を超える顧客
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コラボレーション
移動中でも Zimbra Chat がチーム内のコミュニケーション
を可能にし、Zimbra Drive、Zimbra Web Client、Zimbra 
Desktop があらゆる種類のファイルの保存、共有、コラボレー
ションを簡単にしてくれます。

「メールやミーティング、データがとても便利な方法で 
共有できます。Zimbra ウェブクライアントは、驚く
ほどスピーディーで使いやすく、チーム全員が簡単
に使いこなせます。」Michael Klein（フランス SARL 
Cosmetosource、小売業）

低いランニングコスト
ライセンス料や管理費を削減しましょう。

「Zimbra を導入してコストが急激に減少し、メールボッ
クスあたりの月間の費用が 3.30 ユーロから 1.22 ユー
ロにまで下がりました。これは、ライセンス、ハードウェア、
メンテナンス、エネルギー消費のコストが減少した結果
です。」Stefano Durzu（イタリア Oceano、e コマース）

「Exchange を使い続けていたなら、60% 多く費用が
かかっていました。Zimbra への移行により、投資を急
速に回収することができ、今ではメールボックスのライ
センスとメンテナンスに低額の料金がかかるだけです。」
Massimo Mappa（イタリア CSF Inox、製造業）

「Microsoft Exchange にはない、Zimbra のもう1 つの
メリットは、Zimbra のマルチライセンスエディションで
す。ユーザーのプロファイルに合ったエディションが選
択できるので、それがまたコスト削減につながります。」
Rajesh Saboo（インド Future Group IT サービス部門
バイスプレジデント、小売業）

簡単な管理
Zimbra の簡単な管理が、時間と費用を節約します。

「ちゃんと動いてくれるんです！ 大部分の機能がシーム
レスに動作し、Zimbra は最初から信頼性が高く、管理
が簡単です。もう1 つ、予想していなくて驚きだったの
が自動プロビジョニングです。新しいアカウントの作成
がいとも簡単にできるようになりました。」Carlos Lopez

（スペイン Amnesty International、人権 NGO）
「Zimbra はとても使いやすく、わかりやすいです。 
管理 UI がすばらしくシンプルで、Zimbra メール 
サーバーを簡単に管理ができるため、専用の 
リソースも特殊なスキルも必要ありません。」 
Kyrus Antia（インド DNA、メディア）

アドバンテージ
Zimbra は、Microsoft や Gmail、Groupwise といった競合
他社と比べてどうなのでしょう。

「Zimbra ソリューションは、Microsoft Exchange の
ようなソリューションよりコストがずっと低く、機能性に
優れています。」Marc Denechere （フランス Mairie 
dʼAubervilliers、市役所）

「Zimbra は、Gmail より完結型で独立しているので、 
とても良い代替ソリューションだと思います。」Michael 
Klein （フランス SARL Cosmetosource、小売業）

「当社では、Groupwise に代えて Zimbra を導入しまし
た。Zimbra の方が高速で、安定性が高く、メールプラッ
トフォームとしては最も広範なサポートを提供していま
す。購入費用が低いだけでなく、メンテナンスに必要な
リソースが少ないため、メンテナンス費用もあまりかか
りません。」Mariusz Popko （ポーランド Agora、メディア）

オープンソース
オープンソースは私たちの DNA です。企業は、Zimbra 
Open Source Edition を使用することもできれば、Zimbra 
Network Edition にアップグレードして携帯同期などの 
機能を使用することもできます。

「当社では、その高い信頼性と堅牢性、セキュリティを
評価して常にオープンソースシステムを採用してきまし
た。Zimbra は、オープンソース標準に基づいています。」
Sandro Misefari（イタリア Fraco Vago、運送業）

インテグレーション
Zimbra に重要な LOB アプリケーションを統合したい。 
Zimlet と Zimbra の API を使えば簡単です。

「Zimbra への移行により、急速に投資が回収できまし
た。メール管理が簡単で、CSF Inox のビジネス 
クリティカルなアプリケーションともシームレスに統合 
できたので、とてもスムーズな移行でした。」 
Massimo Mappa（イタリア CSF Inox、製造業）

コミュニティ
Zimbra のコミュニティは、60,000 人以上のメンバーを誇る
オープンソースコミュニティと、1,900 以上のパートナーを 
持つグローバルネットワークで構成されています。

「私たちが気づいたのは、オープンソースモデルであ
る Zimbra ソリューションに、世界中のプログラマーが
Zimlet を使って手を加えることができるということです。」
Marc Denechere（フランス Mairie dʼAubervilliers、 
市役所）
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