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【報道関係者各位】 

 

株式会社アプレッソ 

株式会社テラスカイ 

アプレッソとテラスカイ、 

クラウド型データインテグレーションサービス

「DataSpider Cloud」を共同開発・提供開始 

─ グローバル iPaaS リーダーへ─ 
 

株式会社アプレッソ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：小野 和俊）と株式会

社テラスカイ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐藤 秀哉、以下 テラスカイ）

は、アプレッソが開発・販売する 3 年連続顧客満足度 No1*データ連携ソフトウェア

「DataSpider Servista」をベースに、本格的なクラウド型データインテグレーション

サービス（iPaaS）として「DataSpider Cloud」を共同開発し、2017 年 1 月 22 日（日）

よりサービスを提供開始することを発表します。 

  

*2016 年 3 月 日経 BP コンサルティング社調べ （EAI ソフトウェア分野） 

 

企業のクラウド導入が進むにつれ、システムやアプリケーションとのデータ連携ニー

ズがますます高まる中、昨今ではビジネスクリティカルなシステムも全てクラウドへ移

行していく”All in Cloud”の方針を掲げる企業が増えてきています。 

こうした クラウドとクラウド間の連携ニーズや、頻度の高いクラウドプラットフォ

ームとの連携、またクラウドならではのシステムバージョンアップへのスピーディな対

応やエラーハンドリングなど、クラウドを前提とした連携サービスに対応するために開

発されたのが、クラウド型データインテグレーションサービス「DataSpider Cloud」

です。多種多様なサービスを次々と提供するアマゾン ウェブ サービス（以下 AWS）

や、洗練されたサービスを速い進化で展開する Salesforce、手軽かつ即時に利用をス

タートできる kintone や、Microsoft Azure、Google といった各種クラウドサービス

を、社内システムにすばやく連携し、ビジネスに組み込むことを可能にします。 

 

「DataSpider Cloud」は、豊富な導入実績を持つ国産データ連携ソフトウェアパッ

ケージを開発・販売するアプレッソと、クラウド型データ連携サービス SkyOnDemand

の運用実績のあるテラスカイとが共同開発し、柔軟、安全、拡張性に優れた AWS 上で

稼働する、クラウド型のデータインテグレーションサービスです。 

両社は、初年度 500 社への導入を目標に、国内での利用をはじめ海外への



 

「DataSpider Cloud」の利用を視野に入れたビジネス展開を行い、グローバルを含め

た iPaaS 市場における DataSpider Cloud のデファクトスタンダードを目指します。 

 

■提供サービス概要 

サービス名称   DataSpider Cloud 

サービス提供開始 2017 年 1 月 22 日（日） 

サービス提供元  株式会社アプレッソ 

開発元   株式会社アプレッソ・株式会社テラスカイ 

 

■提供方法  

DataSpider Cloud はアプレッソが主幹となり提供し、テラスカイ、NTT ソフトウェア

株式会社、株式会社セゾン情報システムズをはじめとする DataSpider Cloud の代理店

が販売していきます。 

 

■ロゴマーク 

 

 

■サービス提供価格 

項目 内容 課金基準 価格（円） 

初期費用 サービス申込み費用 

（環境構築、設定費用） 

DataSpider Cloud の 

環境毎、初回のみ 

\600,000 

 

項目 内容 ライセンス名称 価格（円） 

月額費用 サービス料金 Entry ライセンス \120,000 

Basic ライセンス \200,000 

Advance ライセンス \300,000 

※金額に消費税は含まれておりません。 

 

Entry ライセンス、Basic ライセンス、Advance ライセンスのそれぞれの機能、その

他のオプションメニュー等については、製品紹介サイトをご覧ください。 

（https://www.appresso.com/dataspidercloud） 

 

 



 

なお、DataSpider Cloud の提供開始について、次のコメントをお寄せいただきました。

（※アルファベット順） 

 

【アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 パートナーアライアンス本部 

 本部長 今野 芳弘 様】 

アマゾン ウェブ サービス ジャパンは、アプレッソとテラスカイによる「DataSpider 

Cloud」のリリースを歓迎いたします。本サービスを AWS で稼動いただくことでクラウド

間の連携、クラウドとオンプレミス連携がより便利になります。その結果 DataSpider 

Cloud は、AWS ユーザー企業のビジネス展開のスピードを速め、ビジネスを強力に推進し

ていくことを確信するとともに、クラウドのより有効な利用拡大にも尽力するものと期待

しております。 

 

 

【サイボウズ株式会社 

執行役員 ビジネスマーケティング本部長 林田 保 様】 

サイボウズ株式会社は、アプレッソおよびテラスカイによる「DataSpider Cloud」の

リリースを心より歓迎いたします。弊社製品「kintone」は企業の業務課題を改善する

ツールとして、現在 5000 社のお客様に導入いただいております。kintone と他システ

ムを連携させた業務改善のニーズは非常に高く、その際には、「DataSpider」を多くご

活用いただいております。コスト削減や BCP 対策の観点で、システムをクラウド上で

完結させたいニーズは増加傾向にあります。DataSpider Cloud と kintone によって、

これらのニーズに応えていけると確信しております。 

 

 

【NTT ソフトウェア株式会社  

ビジネスソリューション事業部 事業部長 羽生 誠 様】 

「DataSpider Cloud」提供開始の発表を心よりお喜び申し上げます。これまでも NTT

ソフトウェアは、テラスカイが提供するクラウド連携サービス「SkyOnDemand」の

国内販売総代理店として多くのお客様に提供してきました。この度、DataSpider Cloud

がラインナップに加わることで、お客様へ最適なクラウドシステムの構築を実現し、さ

らに iPaaS 市場の拡大にも貢献するものと期待しております。 

 

 

【株式会社セールスフォース・ドットコム 

常務執行役員 アライアンス本部 本部長 手島 主税 様】 

株式会社セールスフォース・ドットコムは、「DataSpider Cloud」のリリース開始を心から

歓迎いたします。本サービスが Salesforce と連携することで、企業内のあらゆるデータを

Salesforce に取り込み、顧客情報の流れを”点”から“サイクル”に変えて、クラウド CRM を

介してビジネスを効率的に加速させることができます。DataSpider Cloud はお客様の部門

や企業間の垣根を越えて、シームレスなデータ連携改革に大きく貢献するものと期待して

おります。 



 

■DataSpider Servista とは 

DataSpider Servista は、アプレッソが 2000 年より開発、2001 年より販売を開始し

する国産データ連携ソフトウェアパッケージ製品。2014 年より 3 年連続 顧客満足度

No1 を獲得。システムの接続方法やフォーマットの違いを意識することなく、素早く

簡単に「つなぐ」ことができる、GUI 環境を提供し、ノンプログラミングでのデータ連

携開発をサポート。Amazon Web Services や kintone をはじめとするクラウドサー

ビス、データベース、アプリケーション、日常の業務で使用するメールや各種ファイル

などと手軽に接続できる「アダプタ」機能を豊富に搭載し、データ連携の自動化や業務

の効率化を実現します。 

DataSpider Servista の詳細：https://www.appresso.com/servista/ 

 

■SkyOnDemand とは 

テラスカイが 2008年 10月より提供しているクラウドとの連携に特化したクラウド型

システム連携サービス。「クラウド⇔基幹などの社内システム」間、あるいは「クラウ

ド⇔クラウド」間のデータ連携をドラッグ＆ドロップで設定することができ、短期間で

柔軟な連携構築を実現します。 

SkyOnDemand の詳細：http://info.skyondemand.net/sod/ 
 

 

＜株式会社アプレッソについて＞ 

アプレッソは、「つくる」から「つなぐ」をコンセプトに、データ連携ソフトウェア

「DataSpider Servista」、ビジネスプロセス連携製品「DataSpider BPM」、スケジュール

連携製品「PIMSYNC」、クラウド・オンプレミス間をセキュアにデータ連携する製品

「Thunderbus」の開発・販売・サポートを行っています。主力製品のデータ連携ソリュー

ション「DataSpider Servista」は発売以来、国内 2,800 社以上（2016 年 11 月現在）の

お客様にご導入いただいており、多くの販売パートナーとのサポートやコンサルティン

グ・サービスでの協業により、広範な企業ユーザーの開発効率、生産性、コスト削減に貢

献するソリューションを提供しています。 

 

●海外への販売体制について 

アプレッソが提供する製品・サービスは、グループ会社である株式会社セゾン情報システ

ムズの HULFT 事業部および海外拠点を通じて、海外への販売と 24 時間 365 日のサポート

を展開しています。この度発表した「DataSpider Cloud」についても、セゾン情報システ

ムズの販売基盤との総合力で海外への販売を展開していきます。 

 

所在地：〒112-0014 東京都文京区関口 1-20-10 住友不動産江戸川橋駅前ビル２F 

設 立：2003 年 12 月 

資本金：2 億 6700 万円 

代表者：代表取締役社長 小野 和俊 

U R L： http://www.appresso.com 
 

https://www.appresso.com/servista/
http://www.appresso.com/


 

＜株式会社テラスカイについて＞ 

テラスカイは、クラウド創世記からクラウドに取り組んできたリーディングカンパニーで

す。2006 年の設立以来、クラウド時代の到来を一早く捉え、セールスフォース・ドットコ

ムのコンサルティングパートナーとして、導入・普及に取り組んできました。導入実績は

金融、保険業界をはじめ医療、サービスなど業界を問わず 2,000 件を超え、日本のコンサ

ルティングパートナーではトップクラスの導入実績数を誇っています。また、多くの実績

から得られた知見を基に、開発効率を飛躍的に改善するクラウドサービスの開発・提供を

行っています。 

 

所在地：東京都中央区日本橋 1-3-13 東京建物日本橋ビル 7 階 

設 立：2006 年 3 月 

資本金：4 億 5,403.5 万円 

代表者：代表取締役社長 佐藤 秀哉 

U R L： http://www.terrasky.co.jp/ 

東証マザーズ 証券コード：3915 

 

 

 

※ 本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 

 

 

--- 本件に関するお問い合わせ先 --- 

（アプレッソ連絡先） 

株式会社アプレッソ マーケティング企画部 

担当：桑田 TEL：03-4321-1115 / mail：mktg@appresso.com 

（テラスカイ連絡先） 

株式会社テラスカイ 経営企画本部 マーケティング・コミュニケーション部 

担当：松本 / 田中  TEL：03-5255-3410 / mail : pr@terrasky.co.jp 

http://www.terrasky.co.jp/
mailto:mktg@appresso.com
mailto:pr@terrasky.co.jp

