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Six Apart Inc.、米国ウェブ制作会社を買収
～ 米国での製品展開を拡充、カスタマーサポートを向上 ～
インフォコム株式会社（東京都渋谷区、以下インフォコム）のグループ会社で、ブログ・ソフトウェアおよびサー
ビス大手の Six Apart Inc.（米国ニューヨーク市 President & CEO 関 信浩、以下 Six Apart）は、Six Apart の販
売パートナーでありウェブサイト制作会社である米 601amLLC（米国デンバー市 Manager Aaron Bailey、以下
601am）を買収しました。
Six Apart は自社開発CMS※パッケージ「Movable Type」のライセンスをパートナー企業経由で提供しています。
今後、601am との協業をより密接にし、顧客へのパッケージ直接販売からサイト構築、メンテナンスに至るまで
のウェブサイト制作の全工程を包括した幅広いソリューション提供を展開することで成長を促進していきます。
本件による、インフォコムの当期連結業績予想への影響は軽微であります。

詳細は、別紙をご参照ください。
以上

＜リリースに関するお問合せ先＞
インフォコム株式会社 広報・IR 室
東京都渋谷区神宮前２-34-17

Tel：
E-mail：
URL：

03-6866-3160
pr@infocom.co.jp
http://www.infocom.co.jp/

※ 本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。

＜ご参考＞【用語解説（五十音順）】
■CMS
Contents Management System の略。ホームページなどを構成するテキストや画像などのデジタルコンテンツを統合/体系的に管理し、配信
など必要な処理を行うシステムのこと。Six Apart が提供する「Movable Type」は 2001 年から提供開始し、商用版製品は日本国内の企業サイ
トなど５万サイト以上を含む世界各国でスタンダードなシステムとなっています。
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米 Six Apart がウェブ制作会社の米 601AM を買収（抄訳）

〜 長年のパートナーが連携し、両社の事業成長、カスタマーサービスの向上、および米国
での製品展開を拡充 〜

ニューヨーク発（2014 年 7 月 10 日現地時間）
ブログ・ソフトウェアおよびサービス大手の米 Six Apart, Inc.（本社： ニューヨーク市、
President & CEO： 関 信浩）は、本日、ウェブ制作会社であり長年 Six Apart の販売パートナ
ーであった 601am（米国・デンバー）を買収したと発表しました。Six Apart は 601am と連携して、
両社のさらなる成長を促進し、顧客へ幅広いウェブサイト制作のためのソリューションを提供
します。

Six Apart は 601am を買収することで、これまでの緊密な協力関係をさらに推進します。601am
は独立した経営体制を継続しつつ、資金とリソースを投入することで成長を続けます。この買
収により Six Apart と 601am の両社およびその顧客にとって長期での大きな恩恵をもたらしま
す。

これまで、Six Apart は Movable Type のライセンス販売に特化しており、顧客へのサービスや
サポートの提供は、601am などのパートナー企業が提供していました。今後は両社が直接、
連携することにより、Six Apart は顧客に対して、購入からサイト構築、メンテナンスに至るウェ
ブサイト制作の全工程を包括するソリューションを提供できるようになります。

601am は従来どおり、Drupal や WordPress、Expression Engine といった他の CMS のサポート
を継続します。これにより、大規模エンタープライズサイトにおけるクロスプラットフォーム統合
へのニーズを持つ顧客に対して、キメ細かなサービスを提供していきます。

■本資料に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ窓口
シックス・アパート株式会社 広報担当
電話番号：03-5549-2171（広報）
電子メール：pr@sixapart.jp

	
  

	
  

FOR IMMEDIATE RELEASE:

SIX APART ACQUIRES DESIGN AND DEVELOPMENT FIRM 601AM
Long-time Collaborators Unite to Grow Both Businesses, Enhance Customer Service and Expand
Product Offerings
NEW YORK (July 10, 2014) – Six Apart, international provider of blogging software, has acquired 601am,
a Denver-based design and development firm that has long served as a Six Apart support and services
partner. Six Apart is joining forces with 601am to encourage mutual growth and to offer customers a
broader range of solutions for building websites.
The two companies have an extended history of working closely together. Now, Six Apart has stepped
forward to purchase 601am and take this partnership to the next level. 601am will continue to operate
independently, with an influx of funds and resources for sustainable growth. This acquisition will have a
number of long-term benefits for Six Apart, 601am and their clients.
Previously, Six Apart had limited contact with customers after sales and licensing, and would often
commission 601am for accompanying service and support. Now that the companies are directly
connected, Six Apart can provide clients with a robust package, covering the entire lifecycle of a website
– from purchase to construction to maintenance.
“Our main goal is finding the best way to serve our customers,” said Nobuhiro Seki, President and CEO of
Six Apart. “We are confident that acquiring 601am will help us build an in-house team with unprecedented
product experience, so we can deliver everything our clients need. This includes services that go beyond
Six Apart offerings as well. If a project demands working across competitors’ platforms, we now have the
capabilities to do so.”
601am will continue to support other publishing software, including Drupal, Wordpress and Expression
Engine, so it will be valuable for those customers who require cross-platform integration across large
legacy enterprise environments. By acquiring 601am, Six Apart is greatly expanding its knowledge base
and its ability to offer one-of-a-kind solutions for any individual or organization building a website.
Tighter collaboration between the software engineers at Six Apart and the developers at 601am will help
both sides improve their products and services. By joining the people who create the software with the
people who build websites using it, Six Apart can receive customer input at all stages of implementation.
Additionally, 601am can provide insight on competitors’ platforms. This will create a feedback loop that
allows the product development teams to respond with cross-platform offerings to fit clients’ needs.
This acquisition will also give Six Apart a Denver presence, providing access to a thriving technology and
start-up scene full of potential partners and talent. Having a Denver office also puts Six Apart in an
optimal position to adequately service West Coast clients.
To learn more about Six Apart and its award-winning products, including the flagship blogging platform
Movable Type, visit http://www.sixapart.com.
###
About Six Apart:
Six Apart Inc. provides award-winning blogging software and services that change the way millions of
individuals, organizations, and corporations connect and communicate around the world every day. Six
Apart’s flagship product is the Movable Type social publishing platform, dedicated to helping businesses

	
  

	
  

	
  

and bloggers manage content and thrive in today's social media landscape. For more information, visit
www.sixapart.com.
About 601am:
601am is a digital agency that serves the needs of marketers and publishers. Their team of designers,
developers, client managers and support engineers deliver strategy, design, custom development, mobile
apps and support for a diverse group of clients – large blog networks, non-profit institutions, magazines
and Fortune 500 marketers. For more information, visit http://601am.com.
Media Contact:
Meagan Mastriani
Nebo Agency
1.404.885.1201
http://www.NeboAgency.com

	
  

