
Data Center

クラウド サーバー
（オンプレミス）

チームの規模に
合わせて選べる

総合カタログ

スタートアップ企業からエンタープライズまでチームで使えるツール
チームの規模やニーズに応じて、３つのタイプの導入方法を提供しています。

アトラシアン株式会社
〒 231 - 0002 横浜市中区海岸通 4-24 創造空間万国橋 SOKO 101 045-330-9080（代表）

導入前のご相談・
お問い合わせ

045-330-9081
受付時間 9:00-18:00 月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

高可用性とスケーラビリティ
ミッションクリティカルなアトラシアン・アプリケーションの大規模展開を効果的に行
えるように設計された、拡張性と高可用性を備えた自己ホスト／オンプレミス型のデ
プロイメントオプション。

導入の容易性と柔軟なリソース
インフラの用意やセットアップが不要で、素早くサービスを立ち上げることが可能。新
機能への即時アクセスや、自動アップグレードなど、全て自前で揃える場合に比べて初
期費用や手間が削減できます。

カスタマイズ性と自由度
お客様ご自身で導入・運用するデプロイメントオプション。 自社のセキュリティポリ
シーや個別要件に合わせた環境構築や自由なカスタマイズなどのメリットがあります。

アトラシアン製品一覧

メールによるお問い合わせ japan-sales@atlassian.com

アトラシアンでは、弊社製品の販売代理店を「アトラシアン ソリューション パートナー」と呼んでいます。
ソリューション パートナーは、ライセンス販売だけでなく、導入相談から製品のインストールや
セットアップその他プロフェッショナルサービスを提供しています。

アトラシアン製品の
販売代理店

ライセンス体系主要製品一覧

お問い合わせフォーム https://www.atlassian.com/company/contact/japan

パートナーの一覧・詳細はこちら http://go.atlassian.com/partners-jp

アトラシアン 製品 Webで検索

高度なカスタマイズ性を備えたソフトウェア開発に特化した
プロジェクト管理ツール

プロジェクトの進捗管理・カンバン式管理・ワークフロー管理

使い易いサービスデスク業務に特化したリクエスト管理ツール

業務の標準化・サービスレベル管理

ライトウェイトで多目的なプロジェクト管理ツール

コミュニケーション機能を備えた多目的情報共有ツール

ファイルの一貫管理・文書の作成と共有

「いいね！」やコメントといった社内コミュニケーション

インテグレーションとリリースの管理ツール

継続的インテグレーションと継続的デリバリーの実現

システム停止時に顧客や社員にサイトの状況を告知する
インシデントコミュニケーションツール

システムの状態を表示・登録したユーザーへのシステム停止の告知

アトラシアン製品のための統合ユーザー管理、権限管理ツール

メンバーシップ管理・シングルサインオン・
複数のディレクトリ連携

カードを動かしながらタスクを視覚的に管理できる
かんばん形式のタスク管理ツール

チームでの協同作業を容易にする
分散型バージョン管理ツール

無料のプライベートリポジトリ・プルリクエスト・
ブランチレベルの権限管理

GitやMercurialリポジトリの
操作のためのクライアント型GUIツール

グラフィカルなブランチ表示・GUIによる
簡単操作・ローカルコミット検索

ナレッジ共有のための社内Q&Aプラグイン
質問の作成・投票による回答のレーティング

個人の予定、プロジェクト、
イベントの一括管理のためのプラグイン

カレンダーの共有・Confluenceのページへの埋め込み

Jira Softwareに特化した
アジャイルなポートフォリオ管理プラグイン

視覚的なロードマップの計画・リリース日の予測・リソース管理

無料で使い始められるツール

アトラシアン アドオン 1000種類以上のあらゆるアトラシアン製品に対応したアドオンを利用して様々なニーズに応じたカスタマイズが可能

製品名 ライセンスの種類 利用用途
サーバークラウド Data Center

ジラ ソフトウェア

ジラ サービスデスク

ジラ コア

コンフルエンス

バンブー

ステータスページ

クラウド

トレロ

ビットバケット

ソースツリー

クエスチョンズ フォー コンフルエンス

チーム カレンダー フォー コンフルエンス

ポートフォリオ フォー ジラ

Questions for Confluence

Team Calendar for Confluence

Portfolio for Jira

まずは
無料で試そう！
右記のリンクより無料で製品の全機能をお試しいただけます。
評価の延長をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://www.atlassian.com/ja/try製品のお試し

モダンなインシデント管理ツール

確実な通知、インシデントと対応状況、
関連システムとの連携、高度なレポート機能オプスジーニー

お問い合わせフォーム https://www.atlassian.com/company/contact/japan



アジャイル開発に最適な
プロジェクト管理ツール

付箋感覚で手軽に使える
タスク管理ツール

● 情報やタスクを整理できる「ボード」

ボードでは、情報やタスクをカードとして管理し、任意で分類したリストに整理して
表示します。カードには、チェックリストや期限、ファイル、コメントなどを含めることが
でき、付箋紙感覚でリストに追加、ドラッグ＆ドロップでリスト間を移動できます。

課題やタスクを、課題の種類、優先度、ステータス、担当者、作成日、更新日、見積もり
時間などの情報を含むチケットとして登録。関係者とのコミュニケーション履歴や
ファイルの添付、関連する他チケットへのリンク、ソースコードの状況など、課題に関連
するあらゆる情報をトラックすることができます。

いいね！やコメントなどのソーシャル機能によって、人気のコンテンツを可視化
したり、離れたメンバーともやりとりしたりしやすく、自然と情報共有を促す
文化づくりにも役立ちます。コメントは、ページ下部だけでなく文中や添付
ファイル内に残したり、返信したりすることができるため、単なる情報共有に
止まらないコラボレーションを実現できます。

タスク管理・プロジェクト管理
ソフトウェア開発から個人的なタスクまでを
視覚的に管理

コラボレーション
いつでも、どこでも、誰とでも情報共有と
コミュニケーションを

モバイル版クラウド版 オンプレミス版 クラウド版

● 課題やタスクに関連するあらゆる情報をチケットで管理

障害発生時のリアルタイムな状況報告からシステムメンテナンス予定まで、
Web サービスの稼働状況に関する情報を提供するステータスページを簡単に作成・

運用できます。企業ブランドに合わせたカスタマイズや、社内向けプライベート
ページの作成も可能。メール等で更新通知の受け取りもでき、障害発生時の問合せ
件数を劇的に削減します。

● 正確なサービス稼働状況を素早くユーザーに提供

問合せ内容の記録や共有、担当者のアサイン、関連部門への連絡など、問合せに関わる
情報を一元管理し、一連の対応作業を効率化します。ルールに従った作業の自動化や、
応答期限の設定とトラッキング、ナレッジベースの作成なども可能。応答時間や件数に
関するレポートも自動生成されるため、対応チームのパフォーマンス改善にも役立ちます。

● 迅速・的確な対応でサービスレベルの向上を支援

プロジェクトの課題をステータス別に一覧表示し、担当者とタスク、その進捗を
俯瞰的に見られます。サイドバーで各課題の詳細を確認したり、課題をドラッグ
＆ドロップすることでワークフロー間を遷移したりすることができます。選択
したボードの種別に応じて、バックログにある課題の見積もりやスプリントへの
割り当て等の計画作業も可能です。

● スクラム、カンバン、アジリティボードで
　 課題の進捗を俯瞰する

Jira Software には、バーンダウン、バーンアップ、ベロシティ、累積フロー図など、

チームやプロジェクトの進捗、ボトルネック、健全性、パフォーマンス等を確認できる
プロジェクト、バージョン、エピック、スプリントや課題に関する10種類以上の
レポートが標準で用意されています。

● チームやプロジェクトの状況が把握できる充実のレポート

● 離れたメンバーともディスカッションして協働

ページに＠メンションでメンバーの名前を記載すれば、そのメンバーはメールやタス
クトレイに該当ページへのリンクを含む通知を受け取るため、個別に情報共有をせ
ずともメンバーを巻き込むことが可能です。特定の個人に問いかけたり、タスクをア
サインしたり、会議の参加者として記録したりと、様々なシーンで活用できます。

● @メンションでメンバーを巻き込む

● Power - Up で便利に機能拡張

複数のユーザーをまとめてチームとして登録すれば、チーム単位でボードを
共有したり、チームの公開範囲を設定したりできる他、Slackのチームと連携

させて、Slack から Trello のカードを操作するなどができるようになります。

Slack や Google Drive 、 Salesforce 、box などといった外部アプリや

サービスと連携したり、カレンダー表示やガントチャート、反復タスクの自動
生成など、標準では提供されない便利な機能を追加することができます。

● チームを作ってメンバーと共同作業を進めやすく

情報を整理・共有・議論する
コラボレーションツール

直感的なエディタを使って、あらゆるページを簡単に作成することができます。作図や
HTML の使用、外部ツールやアプリとの連携など、様々な機能を提供するマクロを使用

して、美しく高機能なページに仕上げることも可能。ページの変更履歴もバージョン
管理されるため、変更内容の確認や、特定のバージョンへ戻すことにも対応できます。

モバイル版クラウド版 オンプレミス版

カスタマーサポート
インシデント管理

● 企画書・議事録・ブログなど、各種ページを簡単作成

開発ツール

問い合わせ管理やレジリエンスの高いサービス運営に

Jira Software と組み合わせて
DevOps の促進を支援

社内外の問合せ対応を効率化する
サービスデスクツール

モバイル版クラウド版 オンプレミス版

ソースコードのチェクアウトやビルド、テスト、デプロイに関わる各種処理を、
環境や手順毎に定義し、実行のタイミングや条件をセットすることで、一連の
作業を任意のタイミングや条件で自動化できます。閲覧・実行・編集権限を
個人やグループ単位で指定できる他、管理者でなくとも自由な設定を可能とする
柔軟な権限管理機能も提供しています。

● ビルド、テスト、デプロイ作業を自動化

CI / CD ツール

オンプレミス版

高品質なコードやナレッジ共有を促進するプルリクエスト、コードに対して
細かいアクセス権を管理可能なブランチ・パーミッション、クラス等の定義を
認知したコード検索、ラベル別リポジトリ検索など、共同作業を円滑に進め
る各種機能が提供されています。クラウド版では CI / CD 機能が統合され、

テストからデプロイまでを自動化できます。

● プロフェッショナルチームの共同作業を円滑に

Git リポジトリ管理ツール

クラウド版 オンプレミス版

主要な障害対応作業の自動化や効率化はもちろんのこと、各種通知サービスや
チャットでやりとりされた情報を統合することでアラートをまとめ、適切な担当者
に適切なタイミングで通知。また、インシデントのステータス、関連するアラート、
その他更新情報が自動的にインシデントタイムラインとして記録されるため、
関係者は最新の情報を瞬時に把握でき、障害対応のスピードアップが可能です。

● 確実な通知と情報の一元管理で、迅速な障害対応を実現

モダンなインシデント管理ツール

クラウド版

システム稼働状況配信支援サービス

クラウド版

・ Jira Software
・ Trello

・ Confluence

・ Jira Service Desk
・ Statuspage
・ Opsgenie

・ Bamboo
・ Bitbucket


