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「サイボウズ Office 6」、流通パートナー経由での販売を強化
流通販売専用「マネジメント SP パック」キャンペーンで 23 %割引
サイボウズ株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役 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 6」シリーズの「マネジメントオプション」3 製品（ワークフロー、報告書、プロジェクト）を流通
パートナー経由でまとめて購入すると、23 %割引となる「サイボウズ Office 6 マネジメント SP パック」キャン
ペーンを、2003 年 11 月 10 日(月)より、2004 年 1 月 31 日（土）まで実施します。
「マネジメント SP パック」は 直接販売を推進してきた「サイボウズ Office/ AG」シリーズで、初めての流通パ
ートナー販売専用商品としての提供となります。
「サイボウズ Office/AG」シリーズは、1997 年の発売以来、2003 年 9 月末現在で 18,000 社 23,000 部門
以上に導入されているグループウエアです。これまでは、インターネットを通しての直接販売に力を入れており
ましたが、バージョンアップを重ね高機能化したことや、導入・活用へのコンサルテーションが 必要なお客様も
増えてきたことから、流通パートナーを通しての間接販売を強化 しています。

「サイボウズ Office 6 マネジメントオプション」 は、マネジメントの観点から仕事を俯瞰的に捉え、全体として
管理・把握することで、業務の効率化と迅速化を図るためのオプションツールです。今回のキャンペーンでは、
「マネジメントオプション」の 3 製品をまとめて流通パートナー経由で購入した場合に、通常価格より 23 ％割
引いた価格で提供いたします。また、既に「マネジメントオプション」の一部製品をお持ちの方が、キャンペーン
期間中、 3 製品全てを揃える場合には、最大 69 ％を割引いた価格で提供いたします。
本キャンペーンによって、これまでスケジュール・掲示板といったグループウエアの基本機能のご活用を行って
きたお客様に、より高度なナレッジマネージメントツールを手軽に導入できる機会を提供いたします。また、全
国の販売代理店の方々に、拡張性の高いツールとして「サイボウズ Office 6」をご理解いただきたいと考えて
おります。
《キャンペーン概要》
【名

称】

「サイボウズ Office 6 マネジメント SP パック」キャンペーン

【実施期間】 2003 年 11 月 10 日（月）〜 2004 年 1 月 31 日（土）
【対象販売チャネル】
以下の流通パートナーとのお取引で取り扱いいただけます。
・株式会社コンピュータウェーブ
・ソフトバンク BB 株式会社
・ダイワボウ情報システム株式会社
・株式会社ネットワールド
【対象顧客】 「サイボウズ Office 6 基本セット」のユーザー、及び期間中同製品を導入予定の方

【特

典】

「サイボウズ Office 6 マネジメントオプション」
（ワークフロー、報告書、プロジェクトの 3 製品）をまとめて購入した場合に、23％を割引い
た価格で提供いたします。
また、一部のオプション製品をすでにお持ちのユーザー様は、残りのマネジメントオプション
製品を購入し 3 製品を揃える場合に限り、最大 69％を割引いた価格が適用されます。

【参考 URL】
《「サイボウズ Office 6 マネジメントオプション」製品紹介》
http://office.cybozu.co.jp/cb6/seihin/management/index.html
《販売店からのご購入について》
http://office.cybozu.co.jp/cb6/kakaku/hoho/hanbaiten/index.html
■「サイボウズ Office 6 マネジメント SP パック」キャンペーン特別価格
（税抜き）
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ライセンス数
基本セットのみ
1 製品お持ちの場合 2 製品お持ちの場合
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------010 ユーザー版
¥ 0,092,000
¥ 052,200
¥ 012,400
050 ユーザー版
¥ 0,228,000
¥ 128,200
¥ 028,400
100 ユーザー版
¥ 0,460,000
¥ 262,000
¥ 064,000
200 ユーザー版
¥ 0,880,000
¥ 500,000
¥ 120,000
00000 無制限版
¥ 1,680,000
¥ 952,000
¥ 224,000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------※無制限版は、300 人程度でのご使用を推奨します。
※「マネジメントオプション」各製品のユーザー数は、「Office 6 基本セット」のユーザー数と揃える必要が
あります。
【ご参考】
■「サイボウズ Office 6 マネジメントオプション」3 製品の通常販売価格
-----------------------------------------------------------------------------------------------ライセンス数
1 製品のみの価格
3 製品の合計価格
-----------------------------------------------------------------------------------------------010 ユーザー版
¥ 039,800
¥ 0,119,400
050 ユーザー版
¥ 099,800
¥ 0,299,400
100 ユーザー版
¥ 198,000
¥ 0,594,000
200 ユーザー版
¥ 380,000
¥ 1,140,000
00000 無制限版
¥ 728,000
¥ 2,184,000
------------------------------------------------------------------------------------------------

■各社からのコメント
◇ソフトバンク BB 株式会社
流通事業本部 本部長 溝口 泰雄 氏
この度、サイボウズ株式会社が発表された 「サイボウズ Office 6 マネジメント SP パック」により、 国内
で定評のある「サイボウズ Office 6」は、ソフトバンク BB のお客様企業に、信頼性と機能性をさらに強化
したソリューションを提供できるものと確信しており、 ソフトバンク BB としても大きな期待を寄せておりま
す。従来より「サイボウズ Office 6」を戦略的に展開している当社にとりましても「サイボウズ Office 6 マ
ネジメント SP パック」は重要な戦略的製品として位置づけ、今後も引き続きサイボウズ様との協力体制の
もと、販売強化に努めていくて所存です。

◇ダイワボウ情報システム株式会社
販売推進本部 ＰＳ販売推進部 副部長 丸尾 哲也 氏
ダイワボウ情報システム株式会社は、この度サイボウズ株式会社が発売される「サイボウズ Office 6 マ
ネジメント SP パック」を心より歓迎致します。日本での浸透度がまだ低いナレッジマネジメントの分野に
おいて、今回の 「マネジメント SP パック」が市場拡大の起爆剤となることを期待致します。 また、弊社も
市場拡大を図るために、サイボウズ株式会社との協業体制を強化し、一層の拡販に努めていきます。
------------------------------------------------------------------------------------------------《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 12 階
■報道関係者の皆様のお問い合わせ先
広報 IR グループ pr@cybozu.co.jp
■一般の方からの製品・購入についてのお問い合わせ先
サイボウズ Office インフォメーションセンター contactus@cybozu.co.jp
TEL：03-5805-9011（平日 9：00〜18：00 土日祝日、年末年始を除く）
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