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mobile backendは、スマートフォンアプリでよく利用される汎用的な機能をクラウドから提供するサービスです。

サーバーサイド

クライアントサイド

管理画面

REST API

クライアントアプリの開発
に専念できます

SDK

REST API を簡易にコール
できるSDK（ソフトウェア開発
キット）も提供しております

mobile backend について

本サービスは富士通クラウドテクノロジーズ株式会社が提
供する「ニフクラ mobile backend」により、スマホアプリの
サーバサイドで求められる機能を提供します。

「ニフクラ mobile backend」は、累計35,000アカウント
／ 70,000アプリに利用されている国内最大級のモバイル
バックエンドサービスです。
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クラウド上でサーバサイドの

『機能』を提供。開発不要に！ ブラウザで
管理

✓ 予め用意されたAPIを呼び出すことで、プッシュ通知等のリッチなバックエンド機能をアプリに実装することができます

✓ サーバー環境構築・運用が不要となり、工数削減・開発スピード向上に繋がります
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アプリ開発と運用にかかるコスト・工数を削減します

mobile backendにおいてはスマートフォンアプリ開発に必要なバックエンドサーバー、及びアプリ開発における豊富な機能があらかじめ備
わっており、1から開発する必要がありません。￥
イニシャルコストを削減できます

プッシュ通知は今やスマートフォンアプリに無くてはならない機能ですが、実装するにはサーバー側の開発が必要です。
mobile backendを利用することで、プッシュ通知を小工数で実装可能になります。

プッシュ通知機能をすぐに実装できます

mobile backendではプッシュ通知のほか、会員管理、認証機能、コンテンツ管理、SNS連携など豊富な機能が備わっており、組み合
わせてアプリを開発できます。また、これらのサーバー開発に時間かけず、アプリ本来のコア機能に時間を充てる事ができます。

クラウドに用意された機能の組み合わせでアプリ開発ができます

データ管理はクラウド上のサーバーで行われるため、自前でサーバーを用意する必要はありません。

サーバーが不要です

mobile backend の 特長（１）
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mobile backendは、高品質で快適な純国産のパブリック型クラウドコンピューティングサービス上で運用されており、
あらゆる災害に備えた堅牢なファシリティと厳重なセキュリティ対策が施された国内の高信頼データセンターを利用しています。￥
国内／国産運用の安心感

企画者向けの活用パターン集eBookや、開発者向けの実装マニュアルなど、充実のドキュメントを日本語にてご用意しています。

充実の日本語ドキュメント

JavaやObjective-Cをはじめとしたさまざまな言語のSDKを提供しており、開発手法に依存せず採用いただけます。
対応言語： Swift、Objective-C、 Kotlin、Java、C#、JavaScript

日本語リファレンス付きの豊富なSDK

mobile backendでは、技術的な質問にお答えするサポートサービス「テクニカルサポート」を提供しています。
ソースコードレベルの質問まで、サポートエンジニアが丁寧に回答いたします。

完全日本語サポート

mobile backend の 特長（２）

国内で運用されている安心・安全の国産サービスです
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フロントエンド開発 テスト

企画/設計 サーバー開発 フロントエンド開発

例えばメッセンジャーアプリを開発しようとすると・・・

企画/設計

プッシュ通知

データベース設計

ファイル管理

データ保存

工数削減

hello!

サーバ構築
サーバプログラム開発

会員管理 データ保存 ファイル管理 プッシュ通知

プッシュ通知
開封管理機能も

には

会員管理
アプリ開発は
アプリ以外にも
開発が必要･･･

アプリ開発に必要な

機能が備わっています

テスト導入前

導入後

mobile backend 活用による コスト削減

© 2023 Fujitsu Limited

mobile backend
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会員管理

会員をロールに所属させてグルーピングすることや、ロールに基づいたアクセス
制限なども行うことができます。

データストア

アプリで利用する各種データを保存することが出来ます。これらのデータはブラ
ウザーやSDKから追加・削除・編集が可能です。

プッシュ通知

iOS・Android両方へのプッシュ通知を管理することができます。プッシュ通知
には配信日時や配信期限、配信端末などを細かく設定することが可能です。

ファイルストア

画像やテキスト音楽など様々な種類のファイルを保存することができます。ファ
イルに対しパーミッションを設定することもできます。

SNS連携

Facebook・ Twitter・ Google・ Appleアカウントでの会員登録・ログイン
を可能にすることで、サービス利用の敷居を下げることができます。

・ユーザー間でデータを共有したい場合
・日々更新するデータの配信を行いたい場合

・高機能な認証機能を簡単に実装したい場合
・ユーザーのグルーピングを行いたい場合

・ユーザーにアプリ利用を促したい場合
・プッシュ通知の開封率を確認したい場合

・ファイルアップロードを受け付けたい場合
・追加コンテンツを配信したい場合

・高機能な認証機能を簡単に実装したい場合
・各種SNSアカウントで会員登録したい場合

位置情報検索

緯度・経度の位置情報を保存したり検索したりできる機能です。点と半径で
の検索や、矩形検索などが行えます。

・複雑な位置情報の検索処理を行いたい場合
・特定の位置に近付いた人へPUSH通知を送りたい場合

スクリプト

サーバーサイドにスクリプトを設置できます。
ロジックをクラウド側で処理させることで、チート対策やクライアントアプリの軽量
化にも繋がります。

・煩雑な処理の一部をサーバ側に持たせたい場合
・クライアントにロジックを持たせたくない場合

機能一覧

すべての機能をSDK/APIでご提供

スピーディーなサービス展開のための7つの機能

© 2023 Fujitsu Limited

Swift Kotlin JavaScript Objective-C
Android
(Java)

Unity
(C#)
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リッチプッシュ（HTMLページ配信）開封数確認

位置情報連動配信

多様なプッシュ通知機能

管理画面にて、OS毎・時間毎に開封数をご確認いただけます。

© 2023 Fujitsu Limited

mobile backend
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サーバーサイドにスクリプトを設置できる機能です。
簡単なロジックを置くことで、独自機能の拡張などを行い、より柔軟にmobile backend をご利用いただけます。
クライアント側に持たせたくないロジックをクラウド側で処理させることで、チート対策やクライアントアプリの軽量化にも繋がります。

※データストアから値を取得し、ランダムに返すサンプルスクリプト

対応言語

Copyright © 2006,
Yukihiro Matsumoto

スクリプト機能について

サーバーサイドにスクリプトを設置できます

© 2023 Fujitsu Limited8



管理画面イメージ

※上記画像はイメージのため、実際に表示される画面とは異なる場合があります。

プッシュ通知の配信画面アプリのダッシュボード

© 2023 Fujitsu Limited9



○ 月額定額で、下記内容をご利用頂けます。

ご利用料金について

Expertプラン 備考

APIリクエスト数 5,000万回/月

プッシュ通知配信数 5,000万回/月

基本ストレージ 100GB

ファイルサイズ制限 100MBまで

インデックス追加件数 5件まで

スクリプトAPIコール数 100万回/月 超過時は50万回ごとの従量課金

スクリプト累計処理時間 50万秒/月 超過時は3万秒ごとの従量課金

その他管理機能
閾値アラート機能、APNs証明書アラート機能、
テクニカルサポート、コラボレート機能、SLA設定

© 2023 Fujitsu Limited10



課題 スクラッチ開発では開発工数5.25人月、初期開発費
420万円。

育成パズルゲーム「パズうま」

開発工数3.65人月に。サーバーコスト0円。初
期開発費30%減の128万円のコスト削減に。

株式会社フジテレビジョン様とイーグル株式会社様が提供するスマートフォンアプ
リ「パズうま」にプッシュ通知や会員管理、ＳＮＳ連携など多くの機能面でニフク
ラ mobile backend を採用し、大幅なコスト削減、期間短縮に成功しました。

解決！

「パズうま」はお気に入りの馬を育てて、4年に１度の世界大
会「スフィダンテカップ」で優勝を目指すゲームです。

大幅なコスト削減・開発期間短縮に成功

ニフクラ mobile backend 利用前後の、開発
コストおよびサービスリリースまでの期間を比較す
ると、導入効果は歴然。

ニフクラ mobile backend の豊富な機能を使
用すれば、大幅な初期開発費の削減とスピー
ディーなリリースが可能になります。

￥

開発コスト・工数の削減

事例紹介

？ 自社環境では、毎朝配信する2000万DLユーザの
プッシュ通知が終わるまでに4時間かかっていた。

Gガイド番組表

ニフクラ mobile backend を導入してからは
配信時間を1時間まで短縮することができた。

プッシュ通知が機能として備わっておらず、効果も見え
ないためコストがかけられない。

三省堂辞書

プッシュ通知を半日で実装。コストを最小限に抑
えられながら効果検証ができた。

既存アプリへのプッシュ通知を半日で実装。
ニフクラ mobile backend なら、「お試し感覚」で手軽に導入できるので、コストを
最小限に抑えながらもスピーディに機能追加ができました。

2000万ダウンロードされているTV番組表アプリの定番で、
docomo,au,Softbankのキャリアでもプリインストールされています。ニフクラ
mobile backend でプッシュ通知配信速度を400％向上しました。

Gガイドは、テレビに関する膨大なメタ情報と、放送のデジタル
化に対応した多くの機能で、新しいテレビ視聴体験をサポート
します。

英語・ドイツ語・フランス語の基本会話集や、カタカナ語・古語・故
事成語・ことわざ・慣用句・四字熟語・季題、類語など、教養に富
んだ多彩なコンテンツがそろっています。

超巨大アプリへのプッシュ通知即時配信 ミニマムコスト＆スピーディーに機能実装

以前の自社環境では、毎朝配信するプッシュ通
知が終わるまでに4時間かかっていましたが、
ニフクラ mobile backend を導入してからは配
信時間を1時間まで短縮することができました。

大量配信してもサーバが安定稼働しているので
安心して利用することができています。

効果がわからず機能実装にコスト・工数をかけられ
ない場面でも、mobile backendは充実機能が
揃っているため、手軽に効果検証を行うことが可能。

プッシュ通知も手軽に実装できるところがmobile 
backendの大きなメリットになります。

￥

安定した配信スピード プッシュ通知を半日で実装

解決！ 解決！

課題 課題？ ？

※富士通クラウドテクノロジーズ社の提供する「ニフクラ mobile backend」の事例となります。
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Thank you


