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『ハートを”揺”さぶる』モバイル技術開発ベンチャー、株式会社ビジュアライズ（本社：東
京都渋谷区、代表取締役社長：安達 弘明、以下「当社」
）は、Google, Inc.（以下「グーグル社」
）
が提供するフリーメールサービス「Gmail（ジーメール）
」等の IMAP 方式独自ドメインに対応
し、携帯電話からメール閲覧やメール送信を可能とする一般サービスとして提供中の Gmail 専用
メーラー（メール閲覧）i アプリ「EViS（エビス）
」をカスタマイズし、
「EViS メーラーPRO」
として 12 月 6 日よりサービススタートのドコモマーケット（i-mode 向け）にて、正式サービス
提供致します。
外出先などで携帯電話を使用してビジネスメールをやり取りするビジネスユーザー数は年々
増加しつつあります。
携帯電話の通信速度の向上や、メール内容の機密保持の観点から、サーバーサイドに大量のメ
ールを蓄積する「Web メール」の使用が一般化しており、
「Gmail」等独自ドメインフリーメー
ルサービスは、大容量のメール保存領域や、優れた迷惑メール対策フィルター、
「ラベル」や「メ
ール検索」などのメール閲覧・管理機能の充実などで利用者が急増しています。また、
「IMAP
方式 注」で提供されている独自ドメインフリーメールサービスは、サーバーサイドにメールを
蓄積することで、複数の PC や PDA などのモバイル端末からのメール処理を一層容易にしてい
ます。
このような背景のもと、より軽快に携帯電話上で Gmail 等を利用したいというユーザーのニー
ズに応えるべく、Gmail 専用のメーラーi アプリ「EViS」として 2008 年 11 月より公開ベータテ
ストを実施、テスト参加者の皆様からの感想や意見を参考にカスタマイズを行い、この度、NTT
ドコモの提供するドコモマーケットへ Gmail だけでなく、同社提供の独自ドメインメールへも利
用できるメーラーとして有償サービス提供を開始することにいたしました。
また、今後は「EViS」を同社のツール系アプリブランド名として、様々な便利アプリを提供する
予定です。
注： 「IMAP」は「Internet Message Access Protocol」の略で、電子メールを保存しているサーバーからメール
を受信するためのプロトコル。サーバーに接続し、溜まっているメールを全てクライアントマシンにダウン
ロードしてしまう「POP 方式」とは異なり、
「IMAP 方式」ではサーバー内のメールボックスをクライアン
トマシンにあるがごとく操作が可能。常に送られてきたメールをサーバー内に置いておくことが可能なため、
モバイル環境など、様々な場所からメールにアクセスすることが可能となる。
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「EViS メーラーPRO」は、メーラーアプリとしては唯一、
「IMAP 方式」に対応しており、こ
のため Gmail の特徴である「ラベル」により振り分けられたメールの管理や膨大な容量を特徴と
する保管メールの検索などに対応し、パソコン上で Gmail を利用することと同等の閲覧・操作性
を携帯電話上で実現できます。ビジネスシーンにおいて、IMAP 方式はメールサービスの主流と
なりつつあります。
また今後展開予定の当社クラウド＋物理サーバシステム「Synapse」上での構築を行い、ユーザ
様の人数に合わせた最適化を行うことで、無料版の「EViS」よりも快適にご利用できるようにな
ります。
＜「EViS」の基本操作
EViS」の基本操作 ＞
「EViS メーラーPRO」は、初回起動時に Gmail の ID、パスワードを 1 度入力いただくだけ
で初期設定は完了いたします。以後、
「EViS メーラーPRO」を起動するだけで、いつでも場所を
問わず携帯電話上で Gmail をご利用いただくことができます。
「EViS」では、メール受信、メー
ル返信、メール新規作成、メール転送、メール検索、アドレス管理の各操作が可能です。一度受
信されたメールは、i アプリ内に 300 件のメールデータを残せますので、たとえば電波「圏外」
ででも受信済みのメールを閲覧したり、編集操作（圏外で編集したものは、送信ボックスに蓄積
しておき、次回電波が届く場所で送信操作することができます）などを行うことが可能です。ま
た、設定 ID、パスワードや、表示フォントサイズなどは、
「カスタマイズ」画面からいつでも変
更が可能です。
(1) 初期設定
「EViS メーラーPRO」をご自身の携帯電話にダウンロード後、gmail 及び独自ドメインの「メ
ールアカウント」を「EViS」のアカウントとして設定いたします。一度設定すると、次回以降
のアプリ起動時に面倒な入力は不要となります。
(2) 初回起動時（Gmail の例）
初期設定後、
「EViS メーラーPRO」を起動するとあらかじめ Gmail で設定していたラベルや
振り分けの設定などが活かされた状態で、Gmail をアプリに読み込むことができます。
「EViS」
上でラベルなどの設定をすることなく、日常的に利用している Gmail の動作環境や未読、既読
の別などの状態をそのまま携帯電話で閲覧できるのも、Gmail が IMAP 方式を採用している利
点です。
(3) メールの作成
「新規」でメール作成できるほか、
「返信（差出人へ／全員へ）
」
、
「転送」も可能です。
「アカ
ウント」画面で「署名」を設定しておくと本文に自動的に挿入されます。送信したメールは、
IMAP 側のサーバーに蓄積されますので、オフィスに戻り PC からメーラーを操作した際、PC
上でも送信メールの内容を再度閲覧することも可能です。
(4) 「ラベル」の表示
メール一覧画面で、左ソフトキーを押すとポップアップメニューが起動し、Gmail で設定して
いるラベル一覧が表示されます。メール全件の受信のほか、ラベルを選択しラベルごとのメー
ル受信も可能です。
(5) 検索機能
「EViS メーラーPRO」で一度に受信できるメール件数は 300 件ですが、ＩＭＡＰサーバで受
信し保管してある過去のメールなど、サーバー上の全てのメールから指定文言を含むメールを
検索して取得することが可能です。最大 100 件の候補を選択可能です。検索時には一覧だけを
取得いたしますが、指定メールの本文を後で取得することも可能です。
(6) アドレス帳機能
Gmail に登録されているアドレスをアプリに取り込むことができます。このアドレスは、メー
ル作成時に選択して使用することができます。また、
「EViS メーラーＰＲＯ」上からもアドレ
ス登録ができ、Gmail へも反映されます。

(7) カスタマイズ画面
フォントの大きさや本文引用の有無など、各種設定が可能です。
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参考資料： 「EViS」操作画面解説
EViS」操作画面解説

対応機種：NTT
対応機種：NTT ドコモ FOMA903i シリーズ以降の機種および
703i 以降のメガアプリ対応機種（一部機種除く）
利用料： 315 円/月（税込み）
（別途パケット通信料が発生します）
利用方法：
利用方法： iMenu® → ドコモマーケットアプリ
ドコモマーケットアプリストア
アプリストア
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■株式会社ビジュアライズについて
当社は、設立当初よりモバイル技術開発ベンチャーとして受託開発事業を主軸にしてまいりま
したが、2009 年「EViS」のリリース、2010 年 CP としてのコンテンツ提供事業など、B2C サービ
ス事業への進出し、モバイルビジネス全般での事業を拡充しております。
端末、通信技術の進化によるコンテンツのリッチ化が進み、端末のバラエティ性が広がる中、
「視覚で捉える可能性」を追求し、インターフェイスの操作性等「感覚」を大切にし、もっと多
くの人々、もっと幅広い年齢層へモバイルの利便性が届くよう、人と人、人と企業を結ぶ企画・
技術・サポートを提供し、
『ハートを”揺”さぶる』
『心が“通”じる』モノ創りで、社会に楽し
さや便利さを届けたいと考えております。
社
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事業内容 ： 携帯電話のコンテンツ提供・制作およびコンサルティング
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※ 本リリースに記載されている内容および製品･サービス情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により、
将来的に変更される可能性があります。
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、
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