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2005 年 10 月 24 日「サイボウズ デヂエ」新バージョン発売開始 

～手軽さを訴求し、データベース市場に本格参入～ 

 

サイボウズ株式会社 (本社: 東京都文京区 代表取締役社長 青野 慶久) は、2001 年 6 月から公開し

たお手軽 Web データベース「サイボウズ デヂエ」のバージョンアップ版「サイボウズ デヂエ 6」を本

日、2005 年 10 月 24 日 (月) に発売開始いたします。 

 

「サイボウズ デヂエ」は 2,500 社以上に導入され、3,000 部署を超えるユーザーにご利用いただいてい

るお手軽 Web データベースです。データベースを利用する際は、多大な費用、時間、スキルが必要にな

りますが、「サイボウズ デヂエ」では、ウェブブラウザ上で誰でも簡単に社内の情報を一元管理し、

共有・活用することができます。他のデータベース製品との差別化を図るため「サイボウズ デヂエ 6」

では手軽さを訴求し「お手軽 Web データベース」として、データベース市場へ本格的に参入いたします。

そのため、今回「サイボウズ デヂエ 6」では、「ソリューションパック」「コメント」「検索ルック

アップ」を始め、いくつかの新機能を搭載しました。その中でも代表的な 3つをご紹介します。 

 

「ソリューションパック」では、「社員名簿」や「日報」、「営業進捗管理」などお客様ですぐにご利用

いただけるようなデータベースのデモライブラリを予め製品に同梱いたしました。今まで「サイボウズ 

デヂエ」を利用する際は、お客様の用途に合わせ最初から作りこむ必要がありましたが、「サイボウズ 

デヂエ 6」からはデモライブラリを少し作り変えるだけで、お客様の業務に合ったデータベースを作成

できるので、お客様の負担が大幅に軽減されました。またデモライブラリを用意することで初心者でも

「サイボウズ デヂエ」の活用方法をイメージし易くなり、導入までの敷居が大変低くなりました。 

 

「コメント」機能では、データベースにコメントを書き加えることが可能になりました。今まではデー

タベースのデータのみ変更や追加を行えましたが、今後は登録されたデータについてメンバーと意見交

換することができ、大変利便性が向上されました。コメントは時系列に掲載されますので、これまで展

開された議論の流れを簡単に追うことができます。またデータやコメントの更新情報はメンバーにメー

ルや RSS で通知されますので、情報が放置されることはありません。 

 

「検索ルックアップ」機能では、ライブラリを参照し (ルックアップし)、手動で別のライブラリにデ

ータを取り込む際、簡単に参照先のライブラリのフィールドを検索することが可能になりました。 

今までは、参照先のライブラリを開き、フィールドを調べなくてはなりませんでしたが、今回からキー

となるフィールドの値を検索することができるので、ユーザーの手間が大幅に軽減します。 

 

上記3つの機能以外にも今までにお客様からいただいたご要望を元に様々な改善を行い「サイボウズ デ

ヂエ 6」は「お手軽 Web データベース」として更に進化いたしました。 

 

また製品の機能強化だけでなく「間接販売体制の強化」「マニュアル書籍の販売」「キャンペーンの実

施」の 3つを行います。 

 

「間接販売体制の強化」では、「サイボウズ デヂエ」を取り扱っている 15 社のオフィシャルセー

ルスパートナーに、より多く販売していただけるよう密接に支援していきます。また今後は多くの

パートナーに「サイボウズ デヂエ」を扱っていただけるように定期的に勉強会なども開催してい

きます。 
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「マニュアル書籍の販売」では、お客様が「サイボウズ デヂエ 6」を手軽にご利用いただけるように

2005 年 12 月上旬から「サイボウズ デヂエ 公式完全マニュアル」(発売元: ソフトバンク クリエイテ

ィブ株式会社) を発売いたします。今まではホームページでのみマニュアルを公開していましたが、よ

り多くの方に安心して「サイボウズ デヂエ」をご利用いただくため、今回から書店でもマニュアルを

お買い求めいただけるようになりました。 

 

なお「サイボウズ デヂエ 6」の発売を記念し、本日 10 月 24 日 (月) から「データベースで恋の花咲

く時もあるキャンペーン」を実施します。当キャンペーンでは身近な活用例を取り上げ「サイボウズ デ

ヂエ」に「手軽さ」をイメージしていただけるようお客様へアプローチいたします。またキャンペーン

のホームページからアンケートに答えていただいたお客様には、抽選で豪華商品を差し上げ、製品の認

知向上を図ります。 

 

今回の試みにより「サイボウズ デヂエ」はデータベース市場へ本格的に参入いたします。「サイボウ

ズ デヂエ 6」はホームページ <http://d.cybozu.co.jp/download/form/> からダウンロードいただけ

ますが、サイボウズでは製品本体が毎月 8,000 件以上ダウンロードされることを目標といたします。 

 

■発売開始日 

 

2005 年 10 月 24 日 (月) 

 

■サイボウズ デヂエ 

   

「お手軽導入」「お手軽活用」「お手軽管理」をテーマに開発されたお手軽 Web データベースです。 

データベースとして社内の様々な情報を共有・活用でき、ウェブブラウザがあれば、簡単に「営業管 

理」「労務管理」「在庫管理」など様々な業務を行うことができます。2001 年 6 月から発売開始し、 

現在 (2005 年 9 月)、2,500 社以上に導入され、3,000 部署を超えるユーザーにご利用いただいていま 

す。ホームページ <http://d.cybozu.co.jp/download/form/> から製品をダウンロードすることで、

無償で 60 日間お試しいただけます。 

 

■主な新機能一覧 

 

・ソリューションパックの提供 

 ・レコードコメント機能 

 ・検索ルックアップ機能  

  ・カテゴリービュー機能 

 ・新ビジュアルデザイン設定機能 

 

■価格 

 

「サイボウズ デヂエ」は年間ライセンスを採用しており、前バージョンからの変更はありません。 

年間 10 万円から 5段階のプランを用意しています。クライアントライセンスは、不要です。 

 

「サイボウズ デヂエ」プラン 20 (ライブラリ 20 個まで)  : 100,000 円(税抜) / 年 

「サイボウズ デヂエ」プラン 60 (ライブラリ 60 個まで)  : 270,000 円(税抜) / 年 

「サイボウズ デヂエ」プラン 90 (ライブラリ 90 個まで) : 420,000 円(税抜) / 年 

「サイボウズ デヂエ」プラン 120 (ライブラリ 120 個まで): 540,000 円(税抜) / 年 

「サイボウズ デヂエ」プラン無制限 (ライブラリ無制限) : 600,000 円(税抜) / 年 

 

 価格表 

http://d.cybozu.co.jp/sales/index.html 
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■現行製品からのバージョンアップ 

 

ライセンス期間中であれば、無償でバージョンアップが可能です。 

 

■販売方法 

 

□パートナーからのご購入 

 

 サイボウズ公認の「サイボウズ オフィシャル パートナー」からご購入いただけます。パートナー様 

に関しては下記からご確認ください。  

 

  http://cybozu.co.jp/partner_system/partner/ 

 

□ホームページでのご購入 

 

 オンラインでご購入いただけます。購入方法に関しては下記からご確認ください。  

 

  http://d.cybozu.co.jp/sales/p01.html 

 

□ファクシミリ・郵送でのご購入 

 

 お客様様式の注文書や弊社指定注文書をファクシミリや郵送にてご注文いただけます。購入方法に関 

しては下記からご確認ください。  

 

  http://d.cybozu.co.jp/sales/p01.html 

 

■サイボウズ デヂエ 公式完全マニュアル 

  

著者  : 株式会社ユニゾン 

監修  : サイボウズ株式会社  

  発売元: ソフトバンク クリエイティブ株式会社 

発売日: 2005 年 12 月上旬  

予価  : 3,200 円 

 

■キャンペーン 

 

 名称   : データベースで恋の花咲く時もあるキャンペーン 

内容   : ホームページからアンケートに答えていただいたお客様に抽選で豪華商品を差し上げま 

す。 

期間   : 2005 年 10 月 24 日 (月）～ 2005 年 11 月 30 日 (水)  

お申し込み: <http://d.cybozu.co.jp/campe/> からお申し込みください。 
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■動作環境 

 

□サーバ OS 

 

  Windows  : Microsoft Windows Server 2003 64bit Edition  

Microsoft Windows Server 2003 

Microsoft Windows XP Professional  

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 (SP3 以上) 

Microsoft Windows NT Server 4.0 (SP3 以上)  

Microsoft Windows 2000 Professional  

Microsoft Windows 2000 Server 

 

UNIX     : Linux [glibc 2.1 / 2.2 / 2.3]    

FreeBSD 4.x [glibc 2.1 以上] 

             Solaris 7 / 8 / 9 

 

□ウェブブラウザ 

 

Windows  : Microsoft Internet Explorer 5.5 / 6.0 

Netscape 7.0x / 7.1  

 

Macintosh: Netscape 7.1 

safari 1.x 

Firefox 1.x 

 

 動作環境 

http://d.cybozu.co.jp/review/dousa_kankyo.html 

 

■その他資料 

 

マスコミ各社様向け画像ページ 

http://d.cybozu.co.jp/screen/dz6.html 

 

サイボウズ デヂエ ウェブサイト 

http://d.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 〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12 階 http://cybozu.co.jp/ 

 

■マスコミ各社様からのお問い合わせ先 

 マーケティングコミュニケーション部 PR 担当 村松 pr@cybozu.co.jp 

 TEL: 03-5805-9037 FAX: 03-5805-9036 

 

■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 インフォメーションセンター contactus@cybozu.co.jp  

 TEL: 03-5805-9011 (平日 9:00～12:00 / 13:00～17:30 土日祝日、年末年始を除く) 

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

※本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 

http://d.cybozu.co.jp/review/dousa_kankyo.html
http://d.cybozu.co.jp/screen/dz6.html
http://d.cybozu.co.jp/
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