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株式会社フューチャースピリッツ 
 

谷孝 大 
 

1996年10月 
 

2000年1月 
 

75,000,000円 
 

47名 (グループ全体 105名) ※2013年6月現在 
 

京都本社 京都市下京区中堂寺粟田町91番地 京都リサーチパーク 9号館 7階 
 

大阪支社 大阪市北区大深町4番20号 グランフロント大阪 タワーA 24階 
 

東京支社 東京都渋谷区恵比寿南1-9-6 恵比寿パークプラザ 4階 

会社名 
 

代表者 
 

創業 
 

設立 
 

資本金 
 

従業員 
 

所在地 

●ネットワークソリューション事業 
 ホスティングサービス 
 サーバーハウジング 
 SSL証明書取得・設置 
 ドメイン取得・保管 

●ＡＳＰ・ＳａａＳ事業 
 会員制サイト構築ASP 
 SSL/携帯対応メールフォームASP 

●Webプロデュース事業 
 Webサイト企画・提案・運用 
 Webデザイン・システム開発 
 Webプロモーション 
 スマートテレビ向け 
 企画・デザイン・開発 

事業概要 
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フューチャースピリッツ グループ会社 

株式会社フューチャースピリッツ 

2004年設立 
株式会社フューチャーヒット 

2010年設立 
株式会社フューチャーショップ 

2002年設立 
株式会社フューチャーコマース 

2008年設立 
株式会社フューチャーイノベーション 

●オンラインショップ構築・運用 
  

●ＥＣ決済代行サービス 
 クレジットカード決済、コンビニ決済 
 電子マネー決済、ふるさと納税・寄付システム 

●PaaS・コンサルティング事業 

関連会社 

●ソーシャルメディア企画・運用 
 ウェブサイト運用支援 など 
 

海外関係会社 
 
 ・上海伯漢信息技術有限公司 
  中国・上海のホスティングサービス（2010年提携） 
 
 ・Future Spirits Malaysia Sdn. Bhd.  
  マレーシアのホスティングサービス（2011年設立） 
 
 ・Future Spirits Thailand Co.,Ltd.  
  タイのホスティングサービス   （2013年設立） 

2008年設立 
株式会社フューチャースピリッツ・ラボ 

●インターネットを活用した 
 新規サービスの企画、開発、運用 
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日刊工業新聞 
2013年4月23日10面 

日本経済新聞 
2011年12月5日朝刊13面 

日刊工業新聞 
2013年3月13日9面 

日本経済新聞 
2013年6月17日朝刊13面 

タイ 

マレーシア 

中国 
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アジア（東アジア）の可能性 
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東アジア GDP 

国 
人口 

(万人) 
GDP成長率予測 

GDP 
（億米ドル） 

1人当たりGDP 
（ドル） 

日本 12,782 2.9% 58,672 45,903 

中国 134,413 10.6% 72,981 5,430 

韓国 4,978 6.6% 11,162 22,424 

台湾 2,323 7.6% 4,678 20,142 

ASEAN 59,791 8.2% 21,351 3,571 

シンガポール 518 3.6% 2,397 46,241 

マレーシア 2,886 7.7% 2,787 9,656 

インドネシア 24,233 9.4% 8,468 3,495 

フィリピン 9,485 9.7% 2,248 2,370 

タイ 6,952 7.6% 3,456 4,972 

ベトナム 8,784 9.0% 1,240 1,411 

ラオス 629 9.7% 83 1320 

ミャンマー 4,834 8.8% 420 869 

カンボジア 1,431 10.3% 129 900 

ブルネイ 41 2.9% 124 30,472 

出典 
外務省 
ＡＳＥＡＮ経済統計基礎資料 
(Nov.2012) 

IMF Wold Economic 
Outlook(Apr.2013) 

外務省 
ＡＳＥＡＮ経済統計基礎資料 
(Nov.2012) 

外務省 
ＡＳＥＡＮ経済統計基礎資料 
(Nov.2012) 

URL 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/are
a/asean/pdfs/sees_eye.pdf 

http://www.alucia.com.hk/gdp_asi
a.html 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/are
a/asean/pdfs/sees_eye.pdf 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/are
a/asean/pdfs/sees_eye.pdf 
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東アジア インターネット普及率他 

国 
ブロードバンド加入者数 

(万人) 
ブロードバンド普及率 

携帯電話 
普及率 

スマートフォン 
普及率(ニールセン) 

日本 3,462 27.4% 102.7% 28.2% 

中国 15,649 11.6% 73.2% 71.0% 

韓国 1,786 36.9% 108.5% 73.0% 

台湾 552 23.7% 124.1% 32.0% 

ASEAN 1,569       

シンガポール 132 25.5% 149.5% 87.0% 

マレーシア 215 7.4% 127.0% 80.0% 

インドネシア 274 1.1% 97.7% 23.0% 

フィリピン 179 1.9% 92.0% 15.0% 

タイ 374 5.4% 113.2% 49.0% 

ベトナム 384 4.3% 143.4% 30.0% 

ラオス 4 0.7% 87.2%   

ミャンマー 3 0.1% 2.6%   

カンボジア 2 0.2% 69.9%   

ブルネイ 2 5.5%     

出典 
総務省 
アジア・大洋州地域ブロードバンド
事情(2012) 

総務省 
アジア・大洋州地域ブロードバンド
事情(2012) 

総務省 
アジア・大洋州地域携帯電話事
情(2012) 

ニールセン アジア太平洋地域の
スマートフォン最新利用動向
(Sep.2013) 

URL 
http://www.soumu.go.jp/g-
ict/item/internet/index.html 

http://www.soumu.go.jp/g-
ict/item/internet/index.html 

http://www.soumu.go.jp/g-
ict/item/mobile/ 

http://www.netratings.co.jp/news
_release/2013/09/News20130913
.html 



東アジア 日系企業の進出状況 

国 
BtoC EC市場規模 

(億ドル) 
日系企業の 
進出状況 

都市別 
物質的な豊かさ 

都市別 
精神的な豊かさ 

日本 1,278    

中国 1,101 5,695   

韓国 205 762 ソウル(4.7) ソウル(4.7) 

台湾 65 948 台北(5.0) 台北(4.5) 

ASEAN 98 6,863   

シンガポール 13 722 シンガポール(5.0) シンガポール(5.0) 

マレーシア 6 1,172 クアラルンプール(4.1) クアラルンプール(4.4) 

インドネシア 10 1,308 ジャカルタ(3.1) ジャカルタ(3.1) 

フィリピン 1 1,071 マニラ(3.1) マニラ(3.3) 

タイ 65 1,291 バンコク(3.8) バンコク(4.7) 

ベトナム 3 1,081 ハノイ(3.0) ハノイ(4.0) 

ラオス  68   

ミャンマー  68 ヤンゴン(2.3) ヤンゴン(4.8) 

カンボジア  74 プノンペン(2.0) プノンペン(3.6) 

ブルネイ  8   

出典 
eMarketer 
Ecommerce Sales Topped $1 
Trillion for First Time in 2012 

経済産業省 
我が国情報経済社会における基
盤整備(Mar.2013) 

みずほコーポレート銀行
(Oct.2012) 

みずほコーポレート銀行
(Oct.2012) 

URL 
http://cmmninc.com/rise-of-e-
commerce-in-southeast-asia/ 

http://www.meti.go.jp/meti_lib/re
port/2013fy/E002942.pdf 

http://www.mizuhobank.co.jp/cor
porate/bizinfo/industry/pdf/msif_

033.pdf 

http://www.mizuhobank.co.jp/cor
porate/bizinfo/industry/pdf/msif_

033.pdf 
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 国土・人口・成長率を見ると無視はできない国 

小さな成功でも多くの利益を生む 

 上海や北京などの大都市では人件費が高騰している 

政治や法律、環境面で課題は多い 

 ネット環境ではグレートファイアウォールに 

よる検閲が行われる 
日本 

サーバー 

中国 

サーバー 中国向け 
Web 
サイト 

中国向け 
Web 
サイト 

スムーズにアク
セス可能！ 

日本のサイトは
表示が遅くて見
れない･･･。 

中国向けのサイト
を作ったのにアク
セスがない･･･。 
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 親日で治安が良く、日本からの進出企業も多い 

 シンガポールや台湾の次はこの２国だと言われている 

 自社のメディアやサービス展開を行うには最適 

外務省ＡＳＥＡＮ経済統計基礎資料 (Nov.2012) 



ベトナム・フィリピン 
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 GDP成長予測はマレーシア・タイよりも高い 

単価が安いのでオフショア開発に向いている 

 治安・インフラ・法整備が課題 

外務省ＡＳＥＡＮ経済統計基礎資料 (Nov.2012) 
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 人口は、中国・インド・米国に次いで4位、資源も豊富でポテンシャルが最も高い 

国民の9割がイスラム教徒 

 治安・インフラ・法整備が課題 

外務省ＡＳＥＡＮ経済統計基礎資料 (Nov.2012) 
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フューチャースピリッツのビジネスについて 



フルマネージドサーバーの提供 
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死活監視（ping監視） 
ポート監視 
プロセス監視 
ディスク容量監視 
負荷監視 
データベース監視 
メール流量監視 
WEBアクセス監視 
 
障害検出時のご連絡 
 
サーバ再起動(お客様都合によるご依頼) 
サービス再起動(お客様都合によるご依頼） 
 
サーバ再起動(障害発生時) ※24時間対応 
サービス再起動(障害発生時) ※24時間対応 
 
訪問ご提案（地域により実費を申し受けます） 
専任エンジニアサポート 

ドメイン追加（他社管理ドメインの追加は有料） 
ウィルスチェック 
迷惑メール対策 
自己証明型SSL設定 
ＦＴＰアカウント追加 
ダブルドメイン [ドメインエイリアス]（DNS/Apache設定含) 
DNS設定 
Apache設定 
.htaccess設定（リダイレクト・アクセス制限等） 
メールサーバー設定変更 
ローカルバックアップ設定（ご利用サーバー領域内に、データをバックアップ） 
 
アプリケーション設置代行（弊社動作確認済みアプリケーションの導入） 
 MovableType 
 Wordpress 
 EC-CUBE 
 concrete5 
 Xoops 
 サイボウズ Office 
 サイボウズ デヂエ 
 サイボウズ メールワイズ 
 
※各ソフトウェアのライセンス費用は別途発生いたします。 

●フルマネージドの無料対応内容 （一例） 

24時間365日の運用が求められるミッションクリティカルなウェブシステムの運用が十分対応可能 

ファイアウォール機器の導入や運用、ＯＳ・インストールパッケージに発生したセキュリティホールを封鎖する保守業務、 
国内及び国外の各種セキュリティ情報を常に収集・分析、 
常に適切なセキュリティホール対策(セキュリティパッチ適用やソフトウェア更新)を実施、 
万一サービスが停止した際の障害復旧作業、サービス全体の品質を常に高水準に保つことが可能、自信をもってお勧めします。 

※上記以外の作業についても、ご相談をお受けさせて頂きます。 
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※各ソフトウェアのライセンス費用は別途発生いたします。 

●フルマネージドの無料対応内容 （一例） 

24時間365日の運用が求められるミッションクリティカルなウェブシステムの運用が十分対応可能 
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常に適切なセキュリティホール対策(セキュリティパッチ適用やソフトウェア更新)を実施、 
万一サービスが停止した際の障害復旧作業、サービス全体の品質を常に高水準に保つことが可能、自信をもってお勧めします。 

オーダーメイドでサーバーを構築し 

営業同行から保守運用まで 

全て請け負います 

※上記以外の作業についても、ご相談をお受けさせて頂きます。 



インフラ担当者がいない会社 
 
サーバー運用負荷が一部の 
担当者に偏っている会社 

専任のインフラ担当者が 
いる会社 
 
サーバー費用を極力安く 
したい会社 

インフラに予算をかけれる会社 
 
信頼性を重視している会社 

サーバー業界の位置付け 
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価格 高い 

価格 低い 

サポート 
薄い 

サポート 
厚い 



インフラ担当者がいない会社 
 
サーバー運用負荷が一部の 
担当者に偏っている会社 

専任のインフラ担当者が 
いる会社 
 
サーバー費用を極力安く 
したい会社 

インフラに予算をかけれる会社 
 
信頼性を重視している会社 

サーバー業界の位置付け 
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価格 高い 

価格 低い 

サポート 
薄い 

サポート 
厚い 
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日刊工業新聞 
2013年4月23日10面 

日本経済新聞 
2011年12月5日朝刊13面 

日刊工業新聞 
2013年3月13日9面 

日本経済新聞 
2013年6月17日朝刊13面 

タイ 

マレーシア 

中国 
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ご清聴誠にありがとうございました 

 日本国内のお客様、または中国ホスティングにご興味のあるお客様 

 support@future-s.com 

 

 マレーシアホスティングにご興味のあるお客様 

 support@future-s.com.my 

 

 タイホスティングにご興味のあるお客様 

 support@future-s.co.th 


