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パーソナライズ機能を実現した
Web グループウェアの新バージョン「サイボウズ Office 3」
Linux/FreeBSD 版
1 ⽉ 17 ⽇（⽉） 発売開始

サイボウズ株式会社 (本社︓⼤阪府⼤阪市、代表取締役社⻑︓⾼須賀宣) は、パーソナ
ライズ機能を実現した Web グループウェアの新バージョン「サイボウズ Office 3」
Linux/FreeBSD 版を 2000 年 1 ⽉ 17 ⽇（⽉）より発売開始します。
今回の Linux/FreeBSD 版 サイボウズ Office では、対話型のインストーラを採⽤し、
RedHat や TurboLinux など、⼀般的に出回っているほぼすべてのディストリビューショ
ンで簡単にインストールできるようになりました。
機能としては、現⾏バージョンの 8 機能である、スケジュール、⾏き先案内板、掲⽰
板、施設予約、共有アドレス帳、ToDoリスト、プロジェクト管理、電⼦会議室が強化
されただけでなく、新機能として Web メール、⽂書管理、ワークフローの3 種類が追
加されました。
昨年発売開始された Windows版「サイボウズ Office 3」は、2000年 1 ⽉ 6 ⽇に発表さ
れた「'99 ⽇経優秀製品・サービス賞」で「最優秀賞 ⽇経産業新聞賞」を受賞するな
ど、そのシンプルな操作性を⾼く評価されており、既に2,000 サーバーが出荷されて
います。
現⾏ユーザーは優待価格でバージョンアップできるほか、1999 年 7 ⽉ 19 ⽇以降に
「サイボウズ Office 2」を購⼊された⽅は無償でバージョンアップできます。
製品版は 1999 年 9 ⽉ 27 ⽇（⽉）より発売開始いたしますが、9 ⽉ 16 ⽇（⽊）より
先⾏予約の受付を開始し、発売と同時にライセンスの提供を⾏ないます。現⾏ユーザ
ーは優待価格でバージョンアップできるほか、7 ⽉ 19 ⽇以降に購⼊された⽅は無償で

バージョンアップできます。
[SunOS、Solaris 版について] SunOS 版につきましては、「サイボウズ Office 3」を対
応させる予定は今のところございません。今まで SunOS で利⽤していただいておられ
た⽅には、たいへんご迷惑をおかけすることになり、誠に申し訳ございません。ただ
し、今までのバージョンを引き続きお使いいただくことに関しては全く問題ございま
せん。また、この機会に別のサーバーOS へ移⾏されることをご検討いただけるのでし
たら、サイボウズOffice はマルチプラットフォームライセンスでございますので、今
のライセンスに対してバージョンアップをお申し込みいただけます。Solaris版につき
ましては、2000 年 2 ⽉中に発売開始を予定しております。
マルチプラットフォームライセンス
http://cybozu.co.jp/order/cb3/license.html#mpl
バージョンアップページ
http://cybozu.co.jp/order/cb3/verup.html

■動作環境
[対応 サーバー OS]
Linux 2.x、FreeBSD 2.x/3.x (Intel系 CPU に限る)
Windows98、Windows95
WindowsNT 4.0 Workstation/Server、WindowsNT 3.51 Server
（Windows 版は既に製品版を出荷しております。）
[対応 Web サーバー]
Linux 版
Apache 1.1 以降
Windows 版
IIS 1.0/2.0/3.0/4.0、Peer Web Services
サイボウズ Web サーバー

■価格（税別標準価格）
単体製品

製品名

[50ユーザー] [100 ユーザー] [ユーザー数無制限]

A. サイボウズ スケジュール 3

￥49,800

￥99,000

￥198,000

B. サイボウズ ⾏き先案内板 3

￥29,800

￥49,000

￥98,000

C. サイボウズ 掲⽰板 3

￥49,800

￥99,000

￥198,000

D. サイボウズ 施設予約 3

￥49,800

￥99,000

￥198,000

E. サイボウズ Web メール 3

￥49,800

￥99,000

￥198,000

F. サイボウズ 共有アドレス帳 3

￥29,800

￥49,000

￥98,000

G. サイボウズ ToDoリスト 3

￥29,800

￥49,000

￥98,000

H. サイボウズ プロジェクト管理 3

￥59,800

￥99,000

￥198,000

I. サイボウズ 電⼦会議室 3

￥49,800

￥99,000

￥198,000

J. サイボウズ ⽂書管理 3

￥49,800

￥99,000

￥198,000

K. サイボウズ ワークフロー 3

￥99,800

￥198,000

￥480,000

パック製品

製品名
サイボウズ Office パック EX 3

[50ユーザー] [100 ユーザー] [ユーザー数無制限]
￥198,000

￥380,000

￥880,000

￥99,800

￥198,000

￥480,000

(A〜Jを含むパック)
サイボウズ Office パック 3
(A〜Eを含むパック)
サイボウズ Office SOHO

￥79,800

-

(A〜Jを含む SOHO 向け低価格パック)

なお、ユーザー数の追加は、差額のみでアップグレード可能です。

■発売⽇
2000 年 1 ⽉ 17 ⽇（⽉）

発売開始

-

■ホームページ
サイボウズ Office 3
http://cybozu.co.jp/cb3/
http://cybozu.co.jp/cb3/screen/ （画⾯写真）
対話型インストーラを⽤いた Linux ⽤インストールガイド
http://cybozu.co.jp/cb3/dlandinstall/unix_CBinstall.html
サイボウズ社
http://cybozu.co.jp/

-------------------------------------------------------------------------------《本件に関するお問い合わせ先》
サイボウズ株式会社 広報部 別府または⻘野 まで
Tel. 06-4796-9898
Fax. 06-4796-8667
E-mail info@cybozu.co.jphttp://cybozu.co.jp/

