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アルプス システム インテグレーション株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：永倉 仁哉、以下ALSI〔アルシー〕）は、

Microsoft Teams 導入検討企業、または、導入企業向けに 2020 年 7 月 21 日より「Microsoft Teams 導入・活用促進キャンペ

ーン」を開始することを発表いたします。 

 

■概要 
 

名称 Microsoft Teams 導入・活用促進キャンペーン 

申込受付期間 2020 年 7 月 21 日～2020 年 12 月末まで（導入完了後から ASBOT(あすぼっと)を 3 ヶ月間

無償利用可能）※キャンペーンは、1 法人様 1 回限りの適用。 

ターゲット Microsoft Teams 導入検討企業、または、導入企業 

対象サービス 

（Swindy シリーズ） 

・Microsoft 365 活用支援サービス Teams 導入パック 

・Microsoft 365 活用支援サービス 導入おまかせパック 

・Swindy 全社ポータル 

・EMS(Enterprise Mobility＋Security)導入支援サービス 

キャペーンページ URL https://www.alsi.co.jp/industry/lp/teams/ 

 

■提供内容 

現在、新しい働き方が求められており、企業で柔軟な勤務形態が整備されたことにより働き方の幅が広がった一方で、社

内外での対面でのコミュニケーションの減少が、業務効率低下の要因にもなっています。 

そこで ALSI は、長年の Microsoft Teams 導入実績を元にリアルタイムなコミュニケーションを活性化させ、新しい働き方を

サポートする「Microsoft Teams 導入・活用促進キャンペーン」を開始いたします。このキャンペーンは、申込受付期間中に

Microsoft Teams 導入パックを新規でご契約されたお客様に対し、Microsoft Teams や Microsoft 365 の Q&A 情報が事前に

登録された、Teams と連携する AI アシスタントチャットボット「ASBOT(あすぼっと)」を無償で最大 3 ヶ月間ご利用いただけま

す。これにより、お客様のヘルプデスク業務の効率化、Teams や Microsoft 365 の利用促進をサポートします。 

 

■キャンペーン対象サービス 

対象となるサービスは、以下の 4 点です。以下サービスのいずれかを新規でご契約いただき、AI アシスタントチャットボット

「ASBOT(あすぼっと)」を利用するための Microsoft Teams ご利用ライセンスをお持ちのお客様、もしくは、ご購入予定のお客

様が、Microsoft Teams 導入・活用促進キャンペーンの対象者となります。 

 

① Microsoft 365 活用支援サービス Teams 導入パック 

「Microsoft 365 活用支援サービス Teams 導入パック」は、Microsoft Teams について、展

開や運用のルール作成など、ご担当者の手間や負担を軽減したいお客様に向け、最短 2

週間での Microsoft Teams 導入をサポートするサービスです。 

 

サービスページ：https://www.alsi.co.jp/industry/teams/ 

 

② Microsoft 365 活用支援サービス 導入おまかせパック 

「Microsoft 365 活用支援サービス 導入おまかせパック」は、早急に Microsoft 365 の環

境構築を行いたいお客様に向けに、ご契約後、最短 3 週間でご利用可能な環境を提供する

サービスです。 ご利用開始に必要な、テナント初期設定、アカウント登録、Exchange 受信

者設定、SharePoint サンプルサイト提供などのサービスをセットでご提供いたします。 

 

サービスページ：https://www.alsi.co.jp/industry/o365/pac/ 

 

報道関係各位 

ALSI、新しい働き方を応援する 

Microsoft Teams 導入・活用促進キャンペーンを開始 

 

 



   
③ Swindy 全社ポータル 

「Swindy 全社ポータル」は、SharePoint Online を使って社内ポータルサイトを迅速に構築で

きるサービスです。必要な機能をすべて網羅する、ALSI 独自のテンプレートをご提供し、

SharePoint の使い方がわからない方でも、手間もコストも負荷をかけることなく、スムーズに

社員の意思統一を図る情報共有の場を作れます。 

 

サービスページ：https://www.alsi.co.jp/industry/portal/ 

 

 

④ EMS（Enterprise Mobility ＋ Security）導入支援サービス 

「EMS（Enterprise Mobility ＋ Security）導入支援サービス」は、社員が持つ複数のデバ

イスを統合的に管理するための適切な設定や運用をお手伝いします。EMS では、ユーザー

認証、デバイス、アプリ、データといった 4 つのレイヤーを適切に管理、保護することがで

きます。またシングルサインオンの実現により、ユーザーは複数の ID を使い分ける煩雑さ

から解放されます。 

 

サービスページ：https://www.alsi.co.jp/industry/ems/ 

 

本キャンペーン期間内に Microsoft Teams 導入パックを始めとするキャンペーン対象サービスを新規でご契約いただい

たお客様は、「Microsoft 365」製品に関連する Q&A 内容が事前に登録された AI アシスタントチャットボット「ASBOT(あすぼ

っと)」を 3 ヶ月間、無償で利用できます。お客様は Microsoft Teams 導入後すぐに ASBOT(あすぼっと)による問合せ対応

機能をご利用いただけます。 

 

■AI アシスタント チャットボット「ASBOT(あすぼっと)」について 

ALSI が提供する AI アシスタント チャットボット「ASBOT(あすぼっと)」は、Microsoft Teams 上で利用可能な、組織の業

務効率・生産性向上を実現する、AI アシスタント チャットボットです。各種社内システムとの連携機能により、システムの

実データを参照した回答や、複数メンバーのスケジュールを確認、調整し会議を設定するなど、社内システムへアクセスし

業務を代行します。そのほか、営業支援システム、人事総務管理システムとの連携による顧客状況の確認や、社内事務

手続などをチャットでの対話にて実現します。社内システム連携においては、対象システムのテンプレートを選択するだけ

で、専門知識を要することなく、簡単な手順で設定することができます。また、回答精度の向上を目指した「聞き返し機能」

や、AI による「自動学習機能・フィードバック機能」を搭載し、利用する度に回答精度を向上させることが可能です。 

 

製品ページ ： https://www.alsi.co.jp/industry/asbot/ 

 

■アルプス システム インテグレーション株式会社について 

アルプス システム インテグレーション株式会社（ALSI〔アルシー〕）は、電子部品と車載情報機器の総合メーカー アル

プスアルパイン株式会社のグループ会社として、1990 年に設立しました。製造業の現場で培った「ものづくり」の思想を原

点に、「デジタルソリューション」「セキュリティソリューション」「ファームウェアソリューション」「IoT ソリューション」を展開して

います。今後も ALSI は、IT 環境の変化に素早く柔軟に対応し、お客様の企業競争力強化と業務改革に貢献してまいりま

す。 
 
 
・対象は法人のお客様に限ります。 
※AI アシスタント チャットボット ASBOT(あすぼっと)最大 3 か月の無償版には、Microsoft Teams と Microsoft 365 の Q&A 情報のみが登録されています。ASBOT(あすぼっと)の全機
能をご利用頂くには別途ご契約が必要です。 
※このキャンペーンでご利用いただける AI アシスタント チャットボット ASBOT(あすぼっと)(*最大 3 か月の無償版)に登録されている問合せ Q&A 情報は、Microsoft 365 製品に関する
全てのサービスが登録されているとは限りません。 
※Microsoft Teams ご利用ライセンスが無い場合には、当キャンペーンの対象にはなりません。 
※記載されている内容は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 
※掲載されている会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。 
 
 

【このリリースに関するお問 い合 わせ・取 材 受 付 先 】 
共同ピーアール株式会社 14 部 峰松 大野 

TEL：03-3571-5236 / FAX：03-3574-9364 / E-mail： yusuke.ono@kyodo-pr.co.jp 

 

【製品に関するお問い合わせ・取材受付先】 

アルプス システム インテグレーション株式会社  管理部 経営企画課 広報担当 黒澤 宏子 

TEL：03-5499-8043 / FAX：03-3726-7050 / E-mail： hiroko.kurosawa@alsi.co.jp 

〒145-0067 東京都大田区雪谷大塚町 1-7   URL： https://www.alsi.co.jp/ 

 


