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本リリースは、サイボウズ株式会社とインテグラート・ビジネスシステム株式会社、才望子信息技術 (上海) 有限公司の
3社による共同リリースです。重複して配信される可能性がありますが、あらかじめご了承ください。 
 

報道各位  
2007 年 6月 26 日 

サイボウズ株式会社 
インテグラート・ビジネスシステム株式会社 

才望子信息技術 (上海) 有限公司 
    
    
    

    
 
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 (本名: 西端 慶久) 以下サイ
ボウズ) とそのグループ会社であるインテグラート・ビジネスシステム株式会社 (本社: 東京都千代田
区 代表取締役社長 北原 康富  以下インテグラート・ビジネスシステム) は、中国に「才望子信息
技術 (上海) 有限公司 (本社: 上海市浦東新区 取締役 CEO: 黄 淵  以下サイボウズ上海 (通称)）を
設立し、本日 2007 年 6月 26 日 (火) から事業を開始いたします。また本日、新たに開発した日本語と
中国語対応の SaaS 型グループウェア「サイボウズ 弁公系統 (サイボウズ・ベンコウケイトウ) (中文
用: Cybozu 弁公系統)」の提供も開始いたします (ホームページ <http://cybozu.jp/cn/> から 30日
間無償でご試用いただけます)。これを機会に、サイボウズグループは中国での販売を強化し、本格的
に海外展開を進めてまいります。 
 
サイボウズは主に「サイボウズ Office」や「サイボウズ ガルーン」などのグループウェア製品を開発・
販売しているソフトウェア会社です。現在、2万 5千社を超える企業様に導入いただいており、グルー
プウェア市場では、国内トップレベルのシェアを占めるまでに成長いたしました。一方、インテグラー
ト・ビジネスシステムは営業支援システム (CRM/SFA)「WebHello (ウェブハロー)」を有し、累計で 2
万を超えるユーザーライセンスの販売実績をもちます。2006 年 4月にサイボウズとインテグラート・ビ
ジネスシステムは資本提携し、両社はサイボウズグループとして一団となり、更なるユーザー数の獲得
を狙い、日本のビジネスソフトウェア市場でのシェア拡大に努めてまいりました。 
 
また、日本だけでなく海外も視野に入れ、サイボウズは 10言語対応の国際版グループウェア「サイボ
ウズ Share360」を開発し、2005 年 1 月からはインターネット及び、アメリカ、アジア、ヨーロッパな
ど世界の販売店を通し発売してきました。その結果、日系企業のアジア進出などの影響で、中国をはじ
めとした国々でグループウェアに対する需要が非常に高いことが判明し、これにより今後サイボウズグ
ループでは、この度設立したサイボウズ上海を中心に、中国市場での販売を強化していきます。 
 
今回、サイボウズ上海は、中国市場での販売を強化するため、新たに日本語と中国語に対応した SaaS
型グループウェア「サイボウズ 弁公系統」を開発いたしました。当サービスは日本で販売されている
直感的な操作で好評なサイボウズのグループウェアのインターフェイスをベースに開発されています
ので、パソコン操作に不慣れなスタッフでも簡単に使いこなすことができます。更にこの「サイボウ
ズ 弁公系統」には「スケジューラー」や「掲示板」機能を搭載しており、これらの機能を使うことで、
スケジュール調整などの中間業務の省力化が可能になることはもちろん、各個人に閉じられがちだった
知識やノウハウなども蓄積・シェアすることが可能になります。その結果、企業の業務効率と知識レベ
ルが向上し、会社全体の成長にもつながります。 
 
なお今回の「サイボウズ 弁公系統」は手軽に導入・活用いただけるよう、SaaS (ネットワークを経由
したアプリケーション提供サービス） により提供いたします。自社でサーバーを用意しグループウェ
アを導入する場合、システム管理者は煩雑な作業に多大な時間をとられ、また多くの情報を安全に管理
するには高い IT スキルが求められますが、中国に進出する日系企業などでは、専任のシステム担当者
を置くことが難しいというのが現状です。そこで、今回はサーバーの構築やソフトウェアのインストー
ルをする必要がなく、インターネットにアクセスできる PCを用意するだけでサービスをご利用いただ
ける SaaS という形で提供を開始いたします。 
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更にサイボウズ上海は販売プロモーションも強化していく予定です。今回は「サイボウズ 弁公系統」
のリリースを記念し、また多くの方に当サービスの有用性についてご検討いただく機会を提供するため
「初期設定も無料！全部おまかせ楽々キャンペーン」<http://cybozu.jp/cn/campaign/> を実施いたし
ます。当キャンペーンは、8月 31 日 (金) までに試用版をお申し込み頂いた企業様、先着 50社に現状
に合った設定やユーザー情報を全て無料で登録するというものです。このような試みにより、サイボウ
ズ上海は本日から 1年間で「サイボウズ 弁公系統」を 200 社以上に導入いただけるよう取り組んでい
きます。 
 
このように、サイボウズ上海は中国市場に合ったサービスの開発を行い、また販売体制も整え、ビジネ
スソフトウェアのシェア拡大に努めてまいります。また、サイボウズグループも、当サービスを中国の
多くの企業様にご利用いただき業務効率の向上に貢献できるよう、技術や販売面などからサイボウズ上
海を支援していく予定です。 
 
■サイボウズ上海の概要 

 
■サイボウズ 弁公系統 提供開始日 
 2007 年 6 月 26 日 (火) 
 
■サイボウズ 弁公系統 の概要 
 「サイボウズ 弁公系統」は中国市場に向け開発されたお手軽 SaaS 型グループウェアです。「スケジ
ューラー」や「掲示板」機能を搭載しており、これらの機能を使うことで、スケジュール調整などの
中間業務の省力化が可能になることはもちろん、各個人に閉じられがちだった知識やノウハウなども
蓄積・シェアすることが可能になります。その結果、企業の業務効率と知識レベルが向上し、会社全
体の成長につながります。 

 
※ホームページ <http://cybozu.jp/cn/> から当サービスを 30 日間無償でご試用いただけます。  

 
 
 
 
 
 

商号 才望子信息技術 (上海) 有限公司 
所在地 上海市浦東新区商城路 618 号 良友大廈 17F 
代表者 代表取締役 北原 康富 
役員構成 代表取締役     北原 康富 

取締役 CEO&CTO  黄 淵 
取締役 COO      増田 導彦 
取締役         津幡 靖久 
取締役         土屋 継 
取締役         片岡 寛  
監査役         細谷 賢由 

設立 2007 年 5月 21 日 
決算期 12 月 
資本金 30,000 千円 
出資者 インテグラート・ビジネスシステム株式会社 (51%) 

黄 淵 (19%) 
片岡 寛 (15%) 
増田導彦 (15%) 

ホームページ http://cybozu.jp/cn/ 
事業内容 ソフトウェアの開発・販売・保守 
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■価格    (中国元価格・税込) 
 
□初期導入費用 

 
 
 

□ソフトウェア使用ライセンス費用 

 
※契約期間は「半年 (6 ヶ月)」または「1年」単位となっております。 

 
□SaaS サービス・トレーニング費用    

 
 
 

■お問い合わせ窓口 
 
□日本国内からのお問い合わせ  
 サイボウズ インフォメーションセンター  
  TEL ：03-5805-9011 9：00～12：00、13：00～17：30（土日祝日を除く）  
  MAIL：chcontact@cybozu.co.jp  
 ※サポートを受ける言語は 「日本語」のみとさせていただきます。 
 
□その他からのお問い合わせ  
 才望子信息技術（上海）有限公司 (担当: 吉田) 
〒200-120 上海市浦東新区商城路 618 号 良友大廈 17F 

  TEL ：021-6888-0384 (中国の国番号: 86)  
FAX : 021-6888-8952 (中国の国番号: 86) 

  MAIL：cs@cybozu.net.cn 
 
■キャンペーン 
  タイトル  : 初期設定も無料！全部おまかせ楽々キャンペーン 
 期間      : 2007 年 6 月 26 日 (火) ～ 2007 年 8月 31 日 (金) 
  内容      : 8 月 31 日 (金) までに「サイボウズ 弁公系統」の試用版をお申し込み頂いた企業様、

先着 50 社に現状に合った設定やユーザー情報を全て無料で登録いたします。下記ペ
ージからお申込みいただけます。 

ホームページ: http://cybozu.jp/cn/campaign/ 
 

■その他資料 
サービス画面やロゴ画像は、下記のページからダウンロードいただけます。ご自由にご利用くだ 
さい。 
 
マスコミ各社様向け画像ページ 
http://cybozu.co.jp/mass_media/cn/ 

 

 1 社 
導入費用    500 元 

 10 ユーザーまで 20 ユーザーまで 30 ユーザーまで 50 ユーザーまで 
月額 600 元 1,100 元 1,500 元 2,250 元 
年額 7,200 元 13,200 元 18,000 元 27,000 元 

 1 社 
教育費    2000 元 
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■会社概要 
 
□サイボウズ株式会社 

 
□インテグラート・ビジネスシステム株式会社 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
《マスコミ各社様からのお問い合わせ先》 
■サイボウズ株式会社 担当：村松 

   〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12F  
   MAIL：pr@cybozu.co.jp / TEL：03-5805-9037 / FAX：03-5805-9036  
■インテグラート・ビジネスシステム株式会社 担当：青木  

   〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-13-1 
   MAIL：riri@integratto-bs.co.jp / TEL：03-3234-0616 / FAX：03-3234-9939 
■才望子信息技術 (上海) 有限公司 担当：吉田 

   〒200-120 上海市浦東新区商城路 618 号 良友大廈 17F 
   MAIL：info@cybozu.net.cn / TEL：021-6888-0384 / FAX：021-6888-8952 (中国の国番号: 86) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
※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。 

商 号 サイボウズ株式会社 
所 在 地 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12F 
代表者 代表取締役社長 青野 慶久（本名：西端 慶久） 
設 立 1997 年 8月 8日 
資 本 金 553,000 千円 
ホームページ http://cybozu.co.jp/ 
事業内容 サイボウズはソフトウェア会社として 1997 年に設立されました。誰もが簡単に

使えることを追求したコンセプトに基づき、ビジネス用ソフトウェアを開発・
販売しています。主力製品のウェブ型グループウェア「サイボウズ Office」と
「サイボウズ ガルーン」は、現在 2万 5千社を超えるユーザー様にご利用いた
だいています。今後はソフトウェア事業だけでなく、インターネットサービス
事業やモバイルサービス事業などにも注力してまいります。 

商 号 インテグラート・ビジネスシステム株式会社 
所 在 地 東京都千代田区平河町 2-13-1 
代表者 代表取締役社長 北原 康富 
設 立 1993 年 1月 22 日 
資 本 金 50,000 千円 
ホームページ http://www.integratto-bs.co.jp/ 
事業内容 インテグラート・ビジネスシステムは、サイボウズグループで営業部門向けグ

ループウェアおよび営業支援システムを提供する企業です。同社のパッケージ
「WebHello (ウェブハロー)」は、日本の営業スタイル、取引形態にフィットし
た営業支援システム (CRM/SFA)累計で、2万を超えるユーザーライセンスの販
売実績をもちます。同社はまた、サイボウズグループでインターナショナルビ
ジネス推進の一翼を担っています。 


