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インフォテリア、ソーシャルカレンダーソフト「c2talk」を発表
〜 Mac, Windows 双方に対応した Web 2.0 時代のカレンダーを無料提供 〜

インフォテリア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：平野洋一郎）は、ネット上の情
報と個人の情報をカレンダーのユーザーインターフェイスで整理するソーシャルカレンダーソフト
「c2talk（シー・ツー・トーク）」の無料提供を、本日より開始します。
（Web サイト http://www.c2talk.net/）
「c2talk」とは、カレンダー画面にネット上のさまざまな情報と社内や個人的な情報をマッシュア
ップして活用することができる、ソーシャルカレンダーソフトウェアです。
国内におけるインターネット利用人口は、いまや 7,361 万 9 千人（「インターネット白書 2006」(財)
インターネット協会）を数え、世の中の様々な情報がネット上に置かれるようになっています。その
玉石混交とも言われる膨大な情報の中から自分に必要な情報を得るために、これまでは「検索」した
り、「ブックマーク」をしたりする手法が取られていましたが、「c2talk」では、「カレンダー」をフ
ロントエンドとして、自分に必要な情報を「時間軸」を切り口に整理・活用します。
「c2talk」は、自分のスケジュールとカレンダー情報を合わせて活用することができるほか、
「c2talk」で作成したカレンダーを特定の人と共有したり、Web 上に公開することも可能。また、
整理したカレンダーを自分の携帯電話に自動的に配信することもできます。さらに、インターネット
上の「c2talk.net」サービスを通じて、c2talk ユーザーはカレンダーを共有したり、付加サービスを
受けることも可能です。
「c2talk」のダウンロードは無料で、誰でも自由にカレンダープラットフォームとして活用するこ
とができます。Windows および Mac OS 上で稼動し、日本語版と英語版を提供します。
「c2talk」で提供されるソーシャルカレンダー機能には以下のようなものがあります。

公開カレンダー機能

ネット上に公開し多くの人が共有できるカレンダー。
例）救急病院カレンダー、各国の休日など

連携カレンダー機能

ネット上で提供されるサービスに連動して、そのサー
ビスで提供される日時をカレンダーとして活用する。
例）天気予報、GAME/CD/DVD 発売日など

共有カレンダー機能

ユーザーが作成したカレンダーを特定の人へ公開する
機能。
例）サークル予定表、ファンクラブカレンダーなど

外部カレンダー機能

グループウェアやスケジュールソフトなどの既存のア
プリケーションのカレンダー情報の表示
例）Outlook 予定表、Google Calendar など

マイカレンダー機能

ローカルな自分のカレンダー

「c2talk」では、これらのカレンダーを複数同時に重ねて表示することができ、仕事の予定、社外
のグループの予定、プライベートな予定などを自分だけで組み合わせて表示・管理することができま
す。また、カレンダーはユーザーが独自に作成することもでき、「c2talk.net」上で公開することも
可能です。インターネットカレンダーの標準である iCalendar(RFC2445)にも対応しており、Google
Calendar 上の情報などもソーシャルカレンダーの一つとして取り込んで使うことが可能です。
■c2talk のロゴおよびスクリーンショットは下記サイトよりダウンロードしてお使いください
ロゴ：http://www.c2talk.net/rw/badges/badges.html
スクリーンショット：http://www.c2talk.net/rw/screen_shot/page1/page1.html
■ インフォテリア株式会社について
1998 年に国内初の XML 専業ソフトウェア会社として設立されたインフォテリア株式会社は、
ビジネスにおける企業内外の多種多様な「つなぐ」を実現し、コミュニケーションを迅速化、可
視化するためのソフトウェアを開発・提供しています。
→ http://www.infoteria.com/
※Infoteria、インフォテリアおよび c2talk は、インフォテリア株式会社の商標です。
※本文中の商品名は、各社の商標または登録商標です。

◎c2talk の特長

■ネットサービス連携
例えば、ネットオークションの終了日時をカレンダー上に表示したり、ある商品の発売日をカレ
ンダーに表示してネットショッピングで直接購入するといったサービスの連携を行うことができ
ます。また、JavaScript を使うことで、ネットサービス事業者は現在の Web サイトを変更するこ
となく c2talk 用のカレンダーを作成し自由に配布することが可能です。
■ソーシャルプロセス
カレンダーインターフェイスを使用して「ソーシャルプロセス」という一般的に定型化されたプ
ロセスをカレンダー上に展開して、自分なりに加工してスケジュールプランニングを行うことが可
能です。たとえば、「結婚式ソーシャルカレンダー」では、結婚式の日から逆算して必要な用意や
決め事に関する予定表を自動的に組んでくれます。
■携帯電話との連携
「c2talk」のカレンダー上にマッシュアップした情報を自分の携帯電話に指定の条件で自動的に
配信することが可能です。
■セキュリティ
「c2talk」では、c2talk 間の通信とローカルのデータを PKI により暗号化することができます。
このため、インターネットをつかって重要な情報を安心して共有したり、コンピュータを紛失して
もそのデータが漏れるといったことを未然に防ぎます。
■クライアントアプリケーション
「c2talk」は、Web アプリケーションでなくクライアントアプリケーションとして提供されます。
そのため、ネット上のデータだけでなく、自分が持っているローカルのデータや社内グループウェ
アをマッシュアップすることが可能です。
■Windows, Mac 双方に対応
c2talk は、最初のリリースから Windows、Mac の双方の環境をサポートします。Mac 環境では、
ユニバーサルバイナリとして提供され、PowerPC 搭載モデルでも Intel 系 CPU 搭載モデルでも動
作します。

◎c2talk 機能概要

動作環境

OS

WindowsXP ServicePack2 以降
Mac OSX10.4 以降（ユニバーサルバイナリ）

ネットワーク

インターネットにアクセスできる環境

メモリ

512MB 以上を推奨
※USB メモリ U3 規格に対応予定

カレンダー機能

ハードディスク

300MB 以上の空きが必要

日、週、月表示

カレンダーを、日、週、月の単位で表示を選択でき
ます。

カレンダーの重ね合わせ

複数のカレンダーを同時に表示できます。

カレンダーのハイライト

一時的に選択したカレンダーだけを表示できます。

イメージデータの表示

イメージデータをイベント毎に表示

（広告、アフィリエイトな

トップバナー表示（カレンダー左上）

どに利用可能）

サイドバナー表示（カレンダー左下）

イベント検索

検索結果は、検索フィールドに最初の 1 文字を入力

（インクリメンタル検索）

したところから表示され、1 文字を入力するごと
に、次々に結果が絞り込まれていきます。

既存カレンダー連携

Outlook、iCal、Google Calendar、サイボウズ（予
定）、desknet’s（予定）、Yahoo!カレンダー（予定）
※順次追加予定

カレンダーの読み込み

カレンダーギャラリー(c2talk.net)のカレンダー
や、iCalenadar 形式(RFC2445)のカレンダーを
読み込むことができます。

カレンダーの限定公開

特定の人にカレンダーを公開できます。特定の人に

（Colcal）

イベントを追加依頼することができます。

カレンダーの一般公開

c2talk.net を通じて、不特定多数のユーザーに公開

（Webcal）

することができます。

Web スクレーピング

JavaScript でネット上の HTML や XML の情報を
カレンダーに取り込むことができます。

c2 アプリ機能

標準 c2 アプリ

初期状態で、ディスカッション、スケジュール調整
などがご利用頂けます。

グループの作成

特定のアカウントをグループ化することができま
す。

c2 アプリの配布

指定のグループに c2 アプリを配布することができ
ます。

セキュリティ

送受信データやローカルデータを暗号化すること
ができます。

c2 アプリ開発機能

c2 アプリのスタイル

リクエスト-レスポンス、文書の回覧、グループデ
ィスカッションといった、c2 アプリのスタイルを
選択することができます。

フォーム開発

フォーム部品をドラッグアンドドロップすること
で画面設計することができます。

リッチコンポーネント

フォーム開発の際に、ファイル添付フィールド、表
形式フィールドなどのコンポーネントを準備して
います。

アプリケーション開発

Java , JavaScript によるアプリケーション開発が
可能です。

c2talk.net 機能

c2talk アカウントの提供

Colcal、c2 アプリを利用するには、c2talk アカウ
ントを使用します。

カレンダーギャラリー

オフィシャルカレンダー、および、c2talk ユーザー
が作成したカレンダーを公開したギャラリーです。

c2 アプリギャラリー

c2 アプリを公開したギャラリーです。

自動アップデート

c2talk を常に最新版にアップデートします。

フォーラム

c2talk 利用者、カレンダー開発者を対象にしたフォ
ーラムです。

オフィシャルカレン

天気

日本全国

都道府県地域単位

ダー（一例）

各国の休日

日本（日本語、英語）、米国（カリフォルニア州、
ニューヨーク州、マサチューセッツ州）、韓国（英
語）、台湾（英語）、※順次追加予定

救急病院

東京２３区、※順次追加予定

ブログ／RSS

ブログのエントリなど RSS で提供される情報をカ
レンダーに表示します。

CD/DVD/GAME 発売日

TSUTAYA online のゲーム、CD、DVD のリリース
日をカレンダーに表示し、各タイトルの購入サイト
にリンクします。

amazon.co.jp

Amazon.co.jp から書籍などの商品リストを取得表
示し、各タイトルの購入サイトにリンクします。

こよみ

二十四節気、旧暦、月相、何の日(Wikipedia)の情
報を表示します。

ソーシャルプロセス

■本製品に関するお問い合わせ先
（記事掲載時の連絡先はこちらで願いします）
インフォテリア株式会社

担当：甲斐

E-mail:c2talk@infoteria.co.jp

結婚式準備、会社設立など

※順次追加予定

■プレスリリースに関するお問合せ先
（報道関係各位からのお問合せはこちらにお願いします）
インフォテリア株式会社

広報担当：嶋 かおる

TEL:03-5718-1297
E-mail:press@infoteria.co.jp
以上

