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本リリースは株式会社バーテックス リンク、サイボウズ株式会社の共同リリースです。両社から重複し

て配信される場合がありますが、あらかじめご了承ください。 

 

報道各位 

2003 年 6 月 4 日 

 

サイボウズ株式会社 

株式会社バーテックス リンク 

 

サイボウズ社とバーテックス リンク社が製品連携での協業をさらに強化 

『サイボウズ ガルーン』向け文書共有・コミュニケーション支援ソリューション 
『BizSeed-J Document Ring for サイボウズ ガルーン』を製品化 

 

サイボウズ株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長兼 CEO：高須賀 宣）と、株式会社バ

ーテックス リンク（以下バーテックス リンク社 www.vertexlink.co.jp 本社：東京都千代田区、代表取

締役社長：由利 義和）は、平成 15 年 3 月 27 日に発表した大規模向けポータル型グループウエア『サ

イボウズ ガルーン』向けの製品連携をさらに強化し、大規模向けポータル型グループウエアでの文書

管理分野での協業を発表しました。今回の協業により、株式会社ジェイズファクトリー（以下、ジェイズ

ファクトリー社 www.jzf.co.jp本社：大阪市北区, 代表取締役 間宮祥公）が開発した文書共有・コミュニ

ケーション支援ソリューション『BizSeed-J Doument Ring for サイボウズ ガルーン』（ビズシード ジェイ 

ドキュメント リング）をバーテックス リンク社が販売する際に、製品連携や販社・エンドユーザー支援、

マーケティング面など幅広い分野で 3 社が協力していきます。 

『BizSeed-J Document Ring for サイボウズ ガルーン』の標準価格は、50 ユーザー60 万円～（消費

税別）。平成 15 年 9 月 19 日に DB2 対応版、10 月末に Oracle 対応版を出荷する予定です。新製品

は主に『サイボウズ ガルーン』のパートナーを通して販売されます。バーテックス リンク社では初年度

40000 ユーザーライセンスの販売を計画しています。 

『BizSeed-J Document Ring for サイボウズ ガルーン』は、操作性に優れた新感覚の文書共有・コ

ミュニケーション支援ソリューションです。『サイボウズ ガルーン』とシームレスに連携し、組織情報・ユ

ーザー情報をそのまま利用できるため、掲示板、文書管理、BBS、文書ファイル管理、文書回覧/回収、

伝言メモなど、社内やグループ内での情報を柔軟なアクセスコントロールの下で共有できます。また、

コラボレーション機能を利用して、BBS のコメントのファイルダウンロードや、一定期間特定ユーザーに

限定後全ユーザーに公開するなど、一度入力された情報を最大限に有効活用できるようになっていま

す。 

これらの機能を利用して、通常のオフィスの文書管理や回覧、掲示板の利用だけでなく、製品開発

などのプロジェクト管理、カタログやマニュアルなどのリビジョン管理、アンケートや人事評価資料など

の回覧、回収など、ドキュメント共有化のための様々な用途で利用できます。 

 

ライセンス名称 ライセンス形態 標準価格（税別） 次年度以降 

50 ユーザーライセンス ユーザー 600,000 円 100,000 円

100 ユーザーライセンス ユーザー 960,000 円 160,000 円

250 ユーザーライセンス ユーザー 2,250,000 円 375,000 円

500 ユーザーライセンス ユーザー 4,800,000 円 800,000 円

1000 ユーザーライセンス ユーザー 8,400,000 円 1,400,000 円

※製品には年間保守(テクニカルサポート,リビジョンアップサービス)を含む 
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『BizSeed-J Document Ring  for サイボウズ ガルーン』製品概要 

■サイボウズ ガルーンと連携し、社内の文書をらくらく管理 

『 BizSeed-J Document Ring for サイボウズ ガルーン』は「サイボウズ ガルーン」対応のドキュメント

支援ソフトウェアです。非常に分かりやすく操作性に優れたインタフェースを採用し、社内の文書を手

軽に管理することができます。「サイボウズ ガルーン」の視覚的で分かりやすいユーザーインタフェー

スに多彩な文書管理機能をアドインし、社内の情報

共有を活性化します。 

・ きめ細やかな権限設定（柔軟性を装備） 

・ 掲示板(公開期間設定対応) 

・ BBS(ファイル添付対応) 

・ 文書回覧(一斉回覧・順序回覧対応) 

・ 文書配布・回収(閲覧管理にも対応) 

・ 文書管理（履歴管理にも対応） 

・ 文書ファイル管理(履歴管理にも対応) 

・ 文書検索（キーワード検索にも対応） 

・ 伝言メモ(閲覧後の自動削除にも対応) 

 「サイボウズ ガルーン」とシームレスに連携 

『 BizSeed-J Document Ring for サイボウズ ガルーン』は、「サイボウズ ガルーン」のシングルサイン

オンに対応しているので、「サイボウズ ガルーン」に

アクセスするだけでシームレスに利用することができ

ます。「サイボウズ ガルーン」の組織情報、ユーザー

情報のインポート機能が用意されており、新規にユー

ザー情報の入力は必要ありません。また、文書管理

で必要なグループの作成にも対応しているので、複

数の部署のメンバーからなるグループでの BBS の利

用できます。非常に柔軟なアクセスコントロールを実

現し、公開前は部内だけで回覧し、一定期間後に全

社に公開するといったきめ細かい設定も可能です。

新規に追加された文書は、「サイボウズ ガルーン」の

最新情報に表示され、掲示した文書やファイルをすぐ

に各ユーザーに通知することができます。 

 グループ内での文書の回覧や配布・回収などに対応し、情報の共有を活性化 

『BizSeed-J Document Ring for サイボウズ ガルーン』には、グループ内での文書の共有を活性化

させる回覧機能（一斉回覧・順序回覧）が用意されています。文書の作成者は回覧者が閲覧したか

どうか確認できるため、必要な情報を確実に通知できます。文書の配布・回収機能を利用すれば、

グループ内での意見交換や報告書の回収など、グループ内のコミュニケーションをペーパーレスで

実現できます。また、すべての文書にファイルを添付することができ、文字情報だけでなく、画像ファ

イルや文書ファイルといったさまざまな情報の共有も可能です。 

 コラボレーション機能で共有情報をファイル管理 

『BizSeed-J Document Ring for サイボウズ ガルーン』のコラボレーション機能を利用することにより、

BBSのコメントツリーをファイルにダウンロードして管理することができます。BBS機能を利用してグル

ープで議論し、結果をファイルで掲示板に掲載するなど、入力されたさまざまな情報を無駄にするこ

となく、使いやすい形で情報共有することが可能です。また、ファイルの履歴管理にも対応しており、

頻繁に更新される文書ファイルの管理も簡単に行うことができます。 
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 直感的で使いやすいユーザーインタフェース 

『BizSeed-J Document Ring for サイボウズ ガルーン』は、誰でもすぐに利

用できるエクスプローラのような直感的で使いやすいユーザーインタフェース

を提供しています。ファイルの種類別での参照やフォルダ単位での文書管

理により、大量の文書を効率よく参照できます。また、マイドキュメントフォルダを

利用することで、重要な文書の管理をエクスプローラ感覚で手軽に行うことができます。 

 信頼性のあるDB2およびOracleに対応 

『BizSeed-J Document Ring for サイボウズ ガルーン』は、リレーショナルデータベースとしてデフ

ァクトスタンダードであるDB2およびOracleに対応し、社内の重要な情報の管理を信頼性の高いデ

ータベースに格納し、信頼性と安定したシステム運用をサポートしています。 

 動作環境 

CPU Intel Pentium4 2GHz 以上 

RAM 1GB 以上 

OS Linux, AIX, Solaris 

RDBMS DB2  Version 8, Oracle 9i 

JDK 1.3 以降 

その他 Tomcat 4.1 以降 
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＜サイボウズ株式会社の会社概要＞ 

サイボウズ株式会社は、インターネット標準技術に基づいて、誰もが簡単に使えることを追求した製品コ

ンセプトでソフトウエア製品を開発・販売しています。他社に先駆けて発売した Web グループウエア製品

は、現在では 16,000 社 21,000 部門に導入されるに至りました。2002 年 9 月には、数万人規模まで

対応可能な大規模向けポータル型グループウエア「サイボウズ ガルーン」を発売し、さらなる情報流通

の活性化に取り組んでおります。 

資本金 ： ４億２千四百万円 年商：22 億 4 千万円 （ 2002 年度実績） 従業員数：約 113 名 
 （登録銘柄 コード番号 4776） 

＜株式会社ジェイズファクトリーの会社概要＞ 

株式会社ジェイズファクトリー（本社：大阪市北区 代表取締役 間宮祥公）は、関西を拠点とし、Java，

XML，Cocoon などの先端技術を積極的に取り入れパッケージ商品の開発および研究開発を行なう、優

れたエンジニアからなるベンチャー企業です。バーテックスリンク社より販売されている大規模向け Web フ

ォーム支援ソフトウェアである『BizSeed-J Exp.Gong』を手始めに大手企業の市販アプリケーションの開

発に数多く携わり、システムとしてのトータルパッケージング能力では、全国から高い評価を受けていま

す。 また、Java，EJB，フレームワークを利用したシステム構築においては、セキュリティとハイパフォー

マンスを実現し、サーバ－設定も含めたトータルな Java エンジニアリングコンサルティングを展開していま

す。今後も最先端の技術を利用し、操作性に優れたサーバーサイドアプリケーション分野での次世代の

プログラム開発の手法を創造し、提案できる商品開発とインターネット向けのソリューションを提供してい

きます。 

資本金：3 千万円 社員数：30 名 

＜株式会社バーテックス リンクの会社概要＞ 

株式会社バーテックス リンクは、技術面、マーケティングおよび販売面での独自能力により、国内外でト
ップクラスの製品･技術をもつ有力企業との強力なパートナーシップのもと、PC と情報通信システム分野
における高付加価値の製品、サービスを提供する IT 系ソリューションの販売会社です。同社では、（1）
マザーボード、サーバーなどの PC プラットフォーム事業、（2） インターネットセキュリティの必須技術であ
る Web フィルタリング系ソフト事業、（3） ブロードバンド通信やセキュリティ製品のネットワーク・セキュリテ
ィ事業、（4） DVD・MPEG 技術を活用したデジタルビデオ系システム事業の 4 つの事業分野を中心に、市
場シェアの高い商品を数多く提供してきました。2001 年には、（5）Java や Linux などの最新技術に対応し
たサーバーシステム事業を加え、システムプロバイダ、リセラー、エンドユーザを含む広範なユーザニーズ
を俊敏にキャッチし、各分野における最先端の技術を利用した製品、5 分野のシナジーによるオリジナリ
ティの高い製品を提供していく計画です。 

資本金：12 億 7 千万円 年商：44 億 2 千万円 （2001 年度実績） 社員数：約 65 名 

（登録銘柄 コード番号 9816） 
 
《本件に関するお問い合わせ先》  
 
サイボウズ株式会社  http://cybozu.co.jp/ 
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階 
 
■報道関係のお問い合わせ先  

広報グループ E-mail ：pr@cybozu.co.jp 
■一般読者のお問い合わせ先：  

http://cybozu.co.jp/products/grn/enquiry.html 

株式会社バーテックス リンク 
■報道関係のお問い合わせ先： 

株式会社バーテックス リンク マーケティング部： 江口 
電話：03-5259-5118   Fax： 03-5259-5119   E-mail ： pr@vertexlink.co.jp 

■一般読者のお問い合わせ先： 
株式会社バーテックス リンク  ソリューション事業部サーバーシステム部 
電話： 03-5259-5158  E-mail ： server@vertexlink.co.jp 
 

※サイボウズ、Cybozu は、サイボウズ株式会社の登録商標です。 サイボウズ ガルーンは、サイボ

ウズ株式会社の商標です。 BizSeed-J は株式会社ジェイズファクトリーの登録商標です。その他、本

文中の会社名および製品名は、各会社の登録商標または商標です。 


