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® 

AvePoint® は 2009 年 12 月 31 日までの期間限定で、 

小規模環境向けに特別価格 DocAve を提供開始 

DocAve ソフトウェア for WSSv3 には、SharePoint 対応のデータ保護、管理、コンプライアンス、展開管理、そしてレポート

を含む DocAve の全機能が含まれ、小規模環境を対象にご提供致します。 

ジャージー シティ、ニュージャージー州 - 2009 年 10 月 12 日 - Microsoft
®
SharePoint

® 
製品に特化したインフラ管理ソリューショ

ンを提供する AvePoint 社は、本日、Windows SharePoint Services v3 (WSSv3) を小規模導入している企業向けに新たに設定した、

DocAve ソフトウェア プラットフォームの期間限定価格を発表しました。2009 年 12 月 31 日までの期間限で、WSSv3 を小規模環

境でご利用の企業が、DocAve のモジュールをこれまでよりも低い価格にて購入することが出来るようになります。これにより、

SharePoint を対象としてアイテムからプラットフォーム レベルまでのバックアップ＆リカバリー、管理、監査、展開、コンプラ

イアンス、アーカイブ、そしてレポートの機能を提供する DocAve の全機能を費用効果的に入手する手段をご提供します。 

 

DocAve ソフトウェア for WSSv3 は 995 ドル/Server にてご提供致します。WSSv3 を小規模導入しているユーザーにとっても、堅

牢なバックアップや管理、アーカイブ、そして展開管理に関する戦略は、実績を持って拡張を進める為には必要不可欠です。

AvePoint が開始した DocAve ソフトウェア for WSSv3 は、SharePoint に特化した包括的なインフラ管理ソリューションを、手頃

な価格で提供することで、その役割を果たしています。DocAve ソフトウェア for SharePoint 2007 に含まれる SharePoint 管理、

データ保護、レポートなどを始め、通常の  DocAve ソフトウェア プラットフォームの全機能が含まれます。なお、複数のプラッ

トフォームから SharePoint へのコンテンツ移行をサポートする SharePoint 対応移行ソフトウェアは含まれませんが、追加でのご

購入が可能です。 DocAve ソフトウェア for WSSv3 に含まれる機能は以下です。 

 DocAve バックアップ＆リカバリー for SharePoint 

 DocAve スタンバイ センター for SharePoint 

 DocAve サイトゴミ箱 for SharePoint 

 DocAve 管理センター for SharePoint 

 DocAve アーカイバ for SharePoint 

 DocAve コンプライアンス Vault for SharePoint 

 DocAve リーガル ホールド for SharePoint 

 DocAve  監査マネージャー for SharePoint 

 DocAve レプリケーター for SharePoint 

 DocAve コンテンツ マネージャー for SharePoint 

 DocAve 展開マネージャー for SharePoint 
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 DocAve レポート ポイント for SharePoint 

 

追加のインストールは必要ありません  

SharePoint 対 応  DocAve ソ フ ト ウ ェ ア の 無 料 評 価 版 （ 30 日 間 ） は ウ ェ ブ サ イ ト か ら ダ ウ ン ロ ー ド 頂 け ま す

（www.avepoint.co.jp/download）。無料評価版のダウンロード及びインストールが完了すると、DocAve ソフトウェア for WSSv3 

にご興味を頂きご購入頂いたお客様は、再度ソフトウェアをインストールする必要はありません。ご購入後に提供されるライセン

スキーを入力することで、DocAve ソフトウェア for WSSv3 全体を有効化することが出来ます。 

 

既存の DocAve ユーザーに合わせた価格設定 

DocAve ソフトウェア for WSSv3 は、WSSv3 を小規模で導入しているお客様のみへのご提供ですが、DocAve ソフトウェア プラ

ットフォーム for SharePoint 2007 は中～大規模での WSSv3 導入環境を持つお客様をサポートしています。また、DocAve ソフト

ウェア for SharePoint 2007 は、SharePoint 2007 および WSSv3 をサポートしています。 

 

既に WSSv3 環境用に DocAve 製品をご購入、導入済みのお客様で DocAve ソフトウェア for WSSv3 へのアップグレードをご希望

のお客様は、更に特別アップグレード価格でのご購入が可能です。多くの場合、既にご購入済みの製品に加え、DocAve 製品のフ

ルパッケージを有効にする無料アップグレードのご提供になります。  対象となるお客様は、アップグレードに関する情報につい

て弊社営業担当までお問い合わせください。 

 

DocAve ソフトウェア プラットフォームの詳細については、弊社ウェブサイト（www.AvePoint.co.jp）をご覧ください。DocAve 

ソフトウェア for SharePoint 2007 及び DocAve ソフトウェア for WSSv3 のご購入方法については弊社営業担当（03-4360-8391）

までお問い合わせください。 

      

        

会社概要 

AvePoint は米国を拠点とするテクノロジー企業である事、またソフトウェア革新者であることを誇りに思います。  AvePoint 社は

2001 年の設立以来、Microsoft SharePoint の全製品に対してエンタープライズインフラ管理ソリューションを提供し続けているグ

ローバルマーケットリーダーです。 Microsoft 外で最大級の SharePoint 開発チームを有する DocAve ソフトウェアは、Microsoft 

SharePoint 対応のバックアップ＆リカバリー、レプリケーター、移行、管理、アーカイブ、展開管理及びコンプライアンスなどの

包括的且つ柔軟なソリューションを提供しています。 

 

http://www.avepoint.co.jp/download�
http://www.avepoint.co.jp/�
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AvePoint の先駆的技術は、現在では OEM パートナーである NetApp 社 や IBM 社 等の製品にも活用されています。 また本社、研

究施設、開発センターをニュージャージー州のジャージー市に構える AvePoint の企業顧客は Fortune-500 企業を含め 5,000 を超

え、その自社開発センター・営業オフィスは米国のジャージー市をはじめ、サンノゼ、アトランタ、シカゴ、ワシントン D.C.、

ダラス、そしてイギリス、オーストラリア、東京、シンガポール、中国に及びます。 ”Best SharePoint Product” 部門 Best of 

TechEd 2008 の受賞経験を持つ AvePoint はマイクロソフト認定ゴールド パートナー兼マイクロソフト管理パートナー、そして 

GSA 認定プロバイダでもあります。 

 

お問い合わせ先： 

AvePoint Japan 株式会社 

〒 107-6012 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 12 階 

AvePoint 

Tel:   (03) 4360-8391 

Email:  MarketingJP@avepoint.com 

 

ここに記載されているすべての製品名および会社名は各社の商標です。 
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