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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）は、中小規模向け Web グループウエア「サイボ

ウズ Office/AG」シリーズの最新バージョン「サイボウズ Office 6」を、今夏より発売します。 

 

「サイボウズ Office/AG」シリーズは、1997 年の発売以来、マウス中心のインタフェースと軽量高速なプログラムを特長とし、

16,000 社、21,000 部門に導入されている Web グループウエア製品です。10 人から 300 人程度の大企業の部門や中小企業で、

専任の管理者の設置や特別な勉強をせずに活用できることを目指し、バージョンアップを重ねてまいりました。現行の「サイボウ

ズ AG」では、基本的なグループウエア機能に加えて、インターネット・イントラネットの区別無く情報を収集して必要な情報を提供

するインターネット連携機能など先進機能を搭載しています。 

 

今回の「サイボウズ Office 6」の開発にあたり、当社では直感的操作で誰でも簡単に使えて便利になるという目標に立ち返り、

使い勝手の向上に注力いたしました。「サイボウズ Office 6」では、新ユーザーインタフェース「Harmony（ハーモニー）」の搭載を

はじめ、画面レイアウトを自由にカスタマイズできる「My デスクトップ」など、グループのメンバーがすぐに活用できるよう、きめ細か

い機能追加を行っております。 

 

お客様の運用環境が多様化しているため、「サイボウズ Office 6」の販売におきましては、運用のアウトソーシングやセキュリテ

ィ商品との組み合わせサービスの開発など、協業を進めてまいります。また、インターネット連携機能による Web サービス実現の

ため、今後も一層のメニュー強化を図ってまいります。 

 

◇製品の詳細につきまして、以下のサイトに掲載しております。 

 http://cybozu.co.jp/products/ag/topics/cb6_1.html 

 

■「サイボウズ Office 6」の主な新機能 

1.使いやすさを実現する新ユーザーインタフェース｢Harmony｣を搭載。 

2.｢My デスクトップ｣で、トップページのレイアウトを自由にカスタマイズ可能。 

3.｢My デザイン｣で好みの色やパターンにデザインチェンジ。 

4.｢状況依存メニュー｣が「次にやるべきこと」をサポート。 

5.日報・週報作成支援機能でレポート作成の手間を大幅に軽減。 

6.スケジュールの変更・追加を携帯電話などの任意のメールアドレスに自動送信。 

7.スケジュール印刷機能でスケジュールデータを印刷画面用に瞬間整形。 

8.ToDo の締切日をスケジュール表示。チェックミス/実行漏れを未然に防止。 

9.メールもメッセージも、やるべきことは全部ワンクリックで ToDo リストに登録可能。 

10.フル SSL 対応でセキュリティ対策。 

11.複数のファイルをドラッグ＆ドロップで一度にファイル管理にアップロードできる｢Office 6 ファイルナビ｣搭載。 

12.ファイルサーバーのファイルをディレクトリ構造ごとファイル管理に上げる｢ファイルサーバー移行ツール｣を用意。 

 

 



今回の発表に際し、以下のメッセージを頂いております。 

《各社からのコメント》 

 

■株式会社アルプス社 

代表取締役社長 神﨑 恭 様 

地図のアルプス社は、ユーザビリティに優れた「サイボウズ Office 6」の発売を心から歓迎いたします。サイボウズ社とは、製品

への地図データの提供で協業しています。今回の新バージョン発売によってより多くのお客様の利便性が向上すると大いに期待

しております。今後も弊社は、サイボウズ社との協業体制を強化し、時代に応じた「社会に貢献する地図」を提供してまいります。 

 

■日経ＢＰ社  

デジタルコンテンツ局 局長 樫村 弘幸 様 

日経 BP 社は、誰でも簡単に導入・活用できる Web グループウエア「サイボウズ Office/AG」シリーズの新バージョン「サイボウズ 

Office 6」に大いに期待しています。現在、技術と経営の先端情報「BizTechニュース」を、サイボウズ製品ユーザー様に提供して

いますが、多くのお客様に支持されているサイボウズ社との協業によってさらにビジネスシーンを大きくリードしていけるものと確

信しております。 

 

■ニフティ株式会社  

営業統括部長代理（兼）法人営業部長 古川 健治 様 

中小企業にも利用者が多い、サイボウズ様のグループウエアに後継製品が登場することを嬉しく思います。ニフティ株式会社で

は、ホスティングサービス事業の付加価値サービスの提供に関してサイボウズ様と販売協力しており、お客様にご好評をいただ

いております。この製品の発売が、さらに多くのお客様に弊社ホスティングサービスを利用いただけるきっかけになると期待してい

ます。 

 

■日本ベリサイン株式会社 

代表取締役 兼 CEO 川島 昭彦 様 

サイボウズと日本ベリサインはかねてより、セキュアなグループウエアの提供のため、様々な協業を進めてまいりましたが、今回

発表された「サイボウズ Office 6」は日本ベリサインのセキュリティソリューションと組み合わせることで、お客様にとってより安全

でビジネスの効率化が可能な情報共有環境を提供できるものと考えています。 

 

■ファーストサーバ株式会社 

代表取締役 岡田 良介 様 

「サイボウズ Office 6」のリリースについて、ファーストサーバ社は歓迎の意向を表明するとともに、ビジネスパートナーとして一

方ならぬ期待を寄せています。「企業活動の活性化とは何か？」との問いに、ファーストサーバ社は、ビジネススタイルの刷新、つ

まりはコミュニケーションの革新に尽きると答えてきました。サイボウズ社とのこれまでの緊密な業務連携にしても、同社のグルー

プウェアの有する、計り知れない可能性と独創性に心底惚れ込んでいるからです。ファーストサーバ社は、サイボウズ社製品の

ASP 提供をはじめ、お客様がサイボウズ社製品のメリットを、より手軽に、より低コストで、より幅広く享受できるように、インターネ

ットサーバ環境提供の側面からお役に立てると確信しております。 

 

 



《製品概要》 

■「サイボウズ Office 6」の特長 

 

○モバイル、ナレッジマネジメントに対応する総合グループウエア 

「サイボウズ Office/AG」シリーズは、IT 誌で 2 年連続顧客満足度 No.1（グループウエア部門）を獲得するなど、グループウエア

として定番的地位を占めるに至っております。スケジュールや掲示板等のグループウエアとしての基本機能の他、携帯電話や

PDA からも社内情報にアクセスできるモバイルオプションや、ワークフロー、報告書など企業の業務改革を支援するマネジメントオ

プションをご用意しております。 

 

○ 新ユーザーインタフェース「Harmony（ハーモニー）」 

新ユーザーインタフェース「Harmony（ハーモニー）」は、「ユーザーの思考とグループウエアの操作感の＜一致・調和＞」をめざし、

ユーザーにストレスの無い操作感覚を提供するユーザーインタフェースです。操作することに余計な注意を払わなくて済むよう、

操作手順やアイコンの位置、画面デザインに、工夫を凝らしています。最小限の操作で操作方法が自然にマスターでき、ユーザ

ーの学習効果を引き出せるよう開発いたしております。 

 

○組織やユーザー個々の状況を反映して使いやすくするパーソナライズ機能搭載 

デスクトップ画面のレイアウトを業務の状況に合わせてユーザー単位で自由に変更可能な「My デスクトップ」機能を搭載。この機

能は管理者側からデフォルト画面の設定でも試用できるため、企業オリジナルのポータル風デスクトップがすぐに実現します。ま

た、外部のサイトやイントラネット内の URL を指定して貼りこむ事も可能です。気分や嗜好に合わせてデザインを選ぶことができる

「My デザイン」機能を使って、自分好みのデスクトップ画面を作成することが可能です。 

 

○管理者やユーザーの使い勝手を向上させる気配り機能 

管理者メニューはアイコン中心で、わかりやすく一新しました。SSL 対応の強化やデータベースのバックアップ・リストア・最適化が

ワンクリックで行えるツールの搭載など、本業の傍らでグループウエアの管理を行う兼任管理者の負担を最少にできるように工夫

しています。またスケジュールの書き込みを利用して週報日報をテキスト出力する機能や、空いている会議室とメンバーを調整す

るスケジュール調整支援機能の強化など、ユーザーの日常業務を支援する機能を格段に強化しました。 

 

○ 本当の便利さと使いやすさを実感いただくため、「年間継続サービス」を一年間無料に 

現在はオプションサービスとして用意している「年間継続サービス」（現名称：活用支援サービス）が、「サイボウズ Office 6」では

初年度分が「基本セット」の料金に含まれるようになります。東京商工リサーチとの提携による、取引先の会社情報の表示や、出

張の際の路線・運賃の確認、またバージョンアップサービスやテクニカルサポートなど、グループウエアを末永く活用いただくため

のサービスを手軽にご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 



■価格表（予定） 

 

製品名 価格 

「サイボウズ Office 6 基本セット」(注 1) 

79,800 円   (10 ユーザー版)   

198,000 円   (50 ユーザー版) 

  380,000 円   (100 ユーザー版) 

  728,000 円   (200 ユーザー版) 

1,380,000 円   (無制限版) 

「サイボウズ Office 6 ワークフロー」 

「サイボウズ Office 6 報告書」 サイボウズ Office 6 

マネジメントオプション 

「サイボウズ Office 6 プロジェクト」 

39,800 円   (10 ユーザー版) 

99,800 円   (50 ユーザー版) 

198,000 円    (100 ユーザー版) 

380,000 円    (200 ユーザー版) 

728,000 円    (無制限版) 

「サイボウズ Office 6 シンク」  
9,800 円    (1 ユーザー版) (注 2) 

68,000 円    (10 ユーザー版)  

サイボウズ Office 6 

モバイルオプション 

「サイボウズ Office 6 ケータイ / ポケット」

39,800 円   (10 ユーザー版) 

99,800 円   (50 ユーザー版) 

198,000 円   (100 ユーザー版) 

380,000 円   (200 ユーザー版) 

728,000 円   (無制限版)  

 

注1) 「サイボウズ Office 6 基本セット」には、「スケジュール」、「掲示板」、「社内メール」、「メール」、「アドレス帳」、 

 「ファイル管理」、「個人フォルダ」…等の機能が含まれます。 

注 2) 「サイボウズ Office 6 シンク （1 ユーザー版）」は、「サイボウズ Office 年間継続サービス」の対象外となります。 

 

※「サイボウズ AG」活用支援サービス加入のお客様は、無料バージョンアップとなります。 

※基本セットには初年度の「年間継続サービス」ライセンスが含まれています。 

※基本セット、各マネジメントオプション、「サイボウズ Office 6 ケータイ/ポケット」のユーザー数は揃える必要があります。 

※「サイボウズ Office パック EX 4」からのバージョンアップ料金につきましては、製品価格の 25％～30％程度を予定していま

す。 

※消費税は別途加算されます。 

 

■発売時期 

2003 年 夏 

 

 

 



 

---------------------------------------------------------------------- 

《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 

■報道関係者の皆様のお問い合わせ先 

 広報グループ pr@cybozu.co.jp 

■製品・購入についてのお問い合わせ先 

 Tel：03-5805-9011 

 contactus@cybozu.co.jp 
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