スマートデバイス全盛のWebサイト運営を強力にサポートする
「Web基盤ツール」

サイトパブリス 製品カタログ

マルチデバイス
最適化

インターフェイス
の全面刷新

Webシステムの
開発ミドルウェア

スマートデバイスを
フルカバー

直感的な操作で
作業効率が大幅向上!

開発機能を大幅強化、
生産性が更にUP!

動的配信/
静的配信に対応

クラウド
プラットフォーム

セキュリティポリシーに
合わせた配信が可能

圧倒的パフォーマンス
をクラウド環境で

スマートデバイス全盛のWebサイト運営を強力にサポートする
「Web基盤ツール」

機能特長
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スマートデバイスをフルカバーする
マルチデバイス最適化

Webアプリケーション開発の
生産性を大幅向上

多様化するスマートデバイスを網羅

強化されたモジュール管理機能とフレームワーク

国 内で販 売されるP C 、モバイル、スマートデバイスをフルカバー 。

マルチデバイス最適化と機能拡張性に加え、

マルチデバイスに向けて最適化されたコンテンツ配信エンジンとして

開発生産性と運用の効率化を実現。

進化しました。

Webアプリケーションに必要な機能拡張を実現するための
プラグイン管理機能と、
アプリケーションフレームワークを大幅強化。
複数デバイスに最適化したWebサイトを
SITE PUBLISで一元管理。

ポータルサイトに求められるマルチデバイス最適化もアプリケーションの
拡張性も全て実現するWebシステム開発基盤として導入いただけます。

ブロック単位でコンテンツを管理するため、
ブロックごとに表示させる
デバイスを切り分けたり、全デバイス共通で表示させることができます。

PC

スマート
フォン

タブレット

フィーチャー
フォン
▲プラグイン管理・編集
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UIの全面刷新で
作業効率が大幅に向上

UIの全面刷新で作業効率が大幅に向上
30%の工程削減を実現
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セキュリティポリシーに合わせた
配信方法の選択が可能

動的配信

レベルに合わせた直感操作で、Webサイト構築運用が劇的にスマートに。

リアル
タイムな
情報

［ コントロールセンター ］
インフォメーションや公開/終了予定ページなど
のサイト情報がダッシュボードとして一画面で
閲覧できます。
表示したいサイト情報はユーザー
ごとにカスタマイズできるので、
ユーザーの役割に
応じた最適なサイト管理を実現します。

［ head設定 ］
作成したhead要素は一括管理されるので、
部品
として再利用できます。設定したい要素を選択
するとリアルタイムでページに反映。
さらにデバ
イス毎に出力切替が可能で、METAタグやスク
リプトのマルチデバイス最適化が実現できます。

［ 多段公開 ］
一度に複数のページ公開予定を登録できるので、
長期的かつ計画的なWebサイト運営が実現
できます。
さらに保存や公開予約したページは
公開履歴として保持できるため、内容の復元や
プレビュー確認が可能です。

リクエスト

リクエスト

結果

HTML

ダイナ
ミックに
最適化

Webサーバ

静的配信

高い
セキュリ
ティ

リクエスト

登録

Static Deploy Edition
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閲覧者

Static Deploy Edition

［ スタイルエディタ ］
初心者からプロの制作者まで、
あらゆるレベル
に対応します。GUI編集に加え、直接CSSコード
を記述することができます。
また、編集中のスタ
イルをリアルタイムでページに反映できるので、
より直観的なページ作成が可能になります。

▲アプリケーション管理・登録

HTML

Webサーバ

圧倒的パフォーマンスを
クラウド環境で

「SITE PUBLIS 4」
の圧倒的なパフォーマンスを
クラウド環境でご利用いただける、
PUBLIS 4 Cloudが登場。
初期費用の低廉化、
環境準備の高速化。
サーバなどインフラ関連の管理コスト低減を
実現します。

高い
パフォー
マンス

閲覧者

15年を越える歴史 お客様のために
「SITE PUBLIS」
は、
日本のCMS黎明期である2000年から開発を始め、15年を越える歴史を持つ国産CMSです。
以来、
「規模に関わらない全てのWebサイトに適用できるCMS製品開発」
に一貫して取り組んでまいりました。
お客様と共に歩んできた歴史が、
「SITE PUBLIS」
の直感的で使いやすい操作性、
ワークフロー管理、満足いただけるサポート体制を作っています。

WYSIWYGによる
自由な編集

ブロック方式だからできる簡単なレイアウト操作
「SITE PUBLIS」
はブロック型のCMSです。
テンプレート型とは違い、
ブロック単位で情報を管理するため、様々な機能を持ったブロックを自由に

【2017.09.22】
サイト内の全ページを一括でSSL化できるプラグインの配布を開
始しました。
【2017.04.07】
「Web担当者Forum ミーティング 2017 春」
（4/20開催）
にて協
賛講演を行います。

「追加」
「削除」
「編集」
することが可能です。
また、
ブロック単位でのドラッグ＆

【2016.10.12】
「PUBLISスマホ最適化サービス」
を提供開始します。

Webサイトリニューアルを控える企業担当者様・制作会社様向け
SITE PUBLIS 4 Special Seminar「マルチデバイス最適化 成
功のポイント〜スマートデバイスユーザー最新動向から見るWeb
サイト構築〜」12/16(火)開催!
大規模サイト向けSITE PUBLIS 4 Special Seminar「先進事例
に学ぶ大規模Webサイト構築・運営成功のポイント」11/19(水)開
催!
【 SITE PUBLIS 4 製品発表会&Special Seminar
-2014.11.6(木) 開催- 】インターフェイス/機能を刷新
して12/8にリリースされる
「SITE PUBLIS 4」
を、
いちはやく体感
してください。

ドロップが可能なため、好きな場所へ自由にブロックを移動できます。
直感的な操作で、Webの知識がない担当者様でも簡単にページを

ブロックの
入れ替えも簡単

【2017.09.22】
サイト内の全ページを一括でSSL化できるプラグインの配布を開
始しました。
【2017.04.07】
「Web担当者Forum ミーティング 2017 春」
（4/20開催）
にて協
賛講演を行います。

編集することができます。

【2016.10.12】
「PUBLISスマホ最適化サービス」
を提供開始します。

動的機能による
自動更新

HTML編集エディタで
簡単編集

「SITE PUBLIS 4」の主な機能

● 簡易操作機能

● 定型入力機能

● 未来日プレビュ̶

ユーザーのスキルに合わせて、簡易的な
操作の設定が可能。

ひな型ページ＋定型入力により、
定型ページ作成時に生産性の高さを実現。

ページを公開する前に、
公開予約日のプレビュ̶確認が可能。

● 自動リンク生成/
リンクエラーの削除

● リアルタイム編集

● スマートデバイス
プレビュー機能

プラグイン、
スタイルエディタなどの
リアルタイム編集が可能。

リンク情報を常に保持。

スマートフォン、
タブレット用に表示を最適化。

● 承認/ワークフロー

● 操作ログ分析機能

自由な経路設計、
メール通知、差し戻しなど、
スピーディなワークフロー機能をご用意。

どのユーザーが何の操作をしたのか、
履歴の確認が可能。

● ページごとの
コンテンツ世代管理

● バックアップ/リストア

● ページのエイリアス機能

● ページツリーインポート/エクスポート

● プラグイン機能

ページツリーの階層に沿ったＵＲＬを構成。

サブツリーをファイルとして
インポート・エクスポートが可能。

RSSリーダー、Google Map連携、
ソーシャル連携など。

● サイト内全文検索

● RSSフィード

● 動的コーナー

検索対象に、
サイト全体/ページ/
カテゴリーの指定が可能。

Webサイトの更新を自動的に配信。
防災用メール配信などのシステム連動にも。

ニュース、
お問い合わせ、
カレンダーなど。

● クロスブラウザ対応

● JIS X8341改訂版対応

● オプション

Internet Explorerに加え、Firefox、
Safari、Chromeに対応。

JIS X8341改訂版「A」項目チェック＋
コントラストチェック機能搭載。

FAQ(よくあるお問い合わせ)、
外部ニュース連携オプションなど。

● ログインユーザーごとの権限設定
ユーザーごと、
もしくはグループごとに
異なる権限を付与。

● 多段公開
ページ保存/公開履歴の複数取得により、
複雑なページ公開が可能。

A
B

公開履歴から過去のページを復元可能。

自動バックアップで安心の運用。

あらゆるニーズにお応えするCMS
SITE PUBLIS 4 のライセンス体系
SITE PUBLIS 4 Multisite ライセンス

サーバ数無制限、
ユーザ数無制限、10ドメイン〜利用ライセンスです。利用範囲は1企業に限ります。

SITE PUBLIS 4 Enterprise ライセンス

10サーバまでの構成、
ユーザ数無制限、1ドメイン利用ライセンスです。利用範囲は1企業に限ります。

SITE PUBLIS 4 Advanced2 ライセンス

3サーバまでの構成、
ユーザ数無制限、1ドメイン利用ライセンスです。利用範囲は1企業に限ります。

SITE PUBLIS 4 Advanced1 ライセンス

2サーバ(公開用、編集用)までの構成、
ユーザ数無制限、1ドメイン利用ライセンスです。利用範囲は1企業に限ります。

サーバ動作環境
OS

Linux（推奨 Red Hat Enterprise Linux 5 / 6 / 7 Server、CentOS 5 / 6 / 7、Ubuntu 14 / 15）

WWW

Apache 2.2.x、2.4.x
PostgreSQL 8.4.x、9.0.x、9.1.x、9.2.x、Oracle 10g、11g

DB

MySQL 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7、Azure SQL Database、SQL Server 2016

スクリプト言語

PHP 5.4.x、5.5.x、5.6.x

クライアント動作環境※
管理画面対応ブラウザ
公開ページ表示ブラウザ・
対応端末

Internet Explorer 11、Firefox 最新版、Safari 最新版、Google chrome 最新版
PC：Internet Explorer 9 / 11、Microsoft Edge、Firefox 最新版、Safari 最新版、Google chrome 最新版
スマートフォン / タブレット：iOS、Android、Windows

フィーチャーフォン：Docomo FOMA、au CDMA 1X WIN、Softbank 3G
※動作確認作業は随時行っていますので、上記以外の環境でのご利用をご検討の場合はお問い合わせください。

ハードウェア必要環境
物理サーバ

CPU：2GHzプロセッサ 2コア〜、メモリ：4GB〜、HDD：30GB〜

仮想サーバ(Iaas）

Amazon Web Servicesの場合

インスタンスタイプ：t2.medium 以上、ストレージ：EBS gp2 30GB 以上
DB：EC2（t2.medium以上）もしくはRDS（db.t2.medium以上）

動作確認済みクラウドサービス（Iaas）
Amazon Web Services（Amazon Linux 対応可）、Microsoft Azure、IIJ GIO、IDC Frontier IDCF Cloud、NIFTY Cloud、
NTTコミュニケーションズ Enterprise Cloud、
さくらインターネット さくらのクラウド、GMOクラウド ALTUSシリーズ、他多数

全て自社開発の純国産CMS。
●2002年から続く国内専業メーカー
●国内で発売された全ての機種に対応
●安心の保守・サポート体制

その他

公共

15 600
発売開始以来
15年間の実績

製造

金融

10% 15%
5%

15%

国内導入実績600社/
団体以上

通信

業種別
売上比率

30%

流通
500〜
1,000億円

25%

10〜100
億円

10% 5%

30%

15%

企業規模別
売上比率

サービス

25%

製品サポート・サービス

100〜
500億円

15%

5,000
億円〜

1,000〜
5,000億円

導入後もしっかりとした体制でソフトウェアの保守運用をサポート。電話・メール等による運用サポート、
ソフトウェアアップデートなどのサポートサービスをご提供いたします。
● 商品のバージョンアップ版（商品本体、
リリースノート、導入手順書等を含む）
をご提供いたします。
● お客様からの商品に関する質問に対して、
お電話もしくはメールにてお答えいたします。
サーバへのリモートアクセスを含む運用サポートやシステムメンテナンス、運用の月次報告の実施などをご希望の場合は、個別に相談を承ります。
お問い合わせは

東 京 本 社 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング5F
TEL：03- 6812-7151 FAX：03- 6812-7152
福岡オフィス 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2-35 プレスト博多ビル2F
TEL：092-409-2464 FAX：092-409-2474
関西オフィス 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町8 -12 第3マイダビル605号
TEL：06- 4860-6739 FAX：06-4860-6738
P4-17-03

お問い合わせダイヤル

03-6812-7151 ［東京本社］

P U B L I S 製 品 サ イト

http://www.sitepublis.net/

お 問 い 合 わ せメー ル

info@sitepublis.co.jp

このリーフレットは、2017年12月現在のものです。内容・仕様は予告なく変更することがございます。※一般に、記載された会社名および商品名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

