
1    

報道各位  
2007 年 7月 5 日 

サイボウズ株式会社 

 
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) は、ソフトウェア販売を行う株式会社ジャングル (本社：東京都文京区、代表取締役
社長: 高田 晃子 以下ジャングル) と業務提携し、2007 年 7 月 20 日 (金) から家電量販店でお手
軽 Web グループウェア「サイボウズ Office 6 基本セット パッケージ版 (10 ユーザー)」を販売開
始いたします。家電量販店家電量販店家電量販店家電量販店でのでのでのでの販売販売販売販売ははははサイボウズサイボウズサイボウズサイボウズにとってにとってにとってにとって初初初初のののの試試試試みになりますがみになりますがみになりますがみになりますが、、、、新新新新たなたなたなたなビジネスビジネスビジネスビジネス
ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア市場市場市場市場のののの開拓開拓開拓開拓をををを目指目指目指目指しししし、、、、今今今今までのまでのまでのまでの販売方法販売方法販売方法販売方法ではではではでは難難難難しかったしかったしかったしかった小規模小規模小規模小規模のののの企業様企業様企業様企業様へのへのへのへのアプローアプローアプローアプロー
チチチチをををを図図図図りますりますりますります。 
 
 
 
 
 

                                                                    「「「「サイボウズサイボウズサイボウズサイボウズ Office 6  Office 6  Office 6  Office 6 基本基本基本基本セットセットセットセット    パッケージパッケージパッケージパッケージ版版版版    
          (10  (10  (10  (10 ユーザーユーザーユーザーユーザー))))」」」」    

 
 
 
 
 
サイボウズは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・販売しているソフトウェア会社です。主力製品の Web 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 千社を超えるお客様にご利用いただいており、ビジネ
スソフトウェア市場では、シェアを大きく伸ばしています。1997 年の創業以来、ホームページを活
用した直接販売を主に行い、2002 年 9月からは販売経路を増やすため販売パートナー制度を導入し
てきました。その結果、ホームページ販売では、高い IT スキルをもった企業様に直接導入いただ
けるようになり、また販売パートナー制度では、高い IT スキルをもたない企業様でも、販売店や
システムインテグレーターを通し安心して導入いただけるようになりました。これらの販売システ
ムにより、現在、大・中規模の企業様を中心に導入が進んでいますが、今後は今までの販売方法で
はアプローチが難しかった小規模 (従業員数 10 人以下) の企業様にもご利用いただき、業務効率
を向上していただけるよう家電量販店での販売を行ってまいります。 
 
実際、国内には 570 万を超える企業があり、その内の約 80%が従業員数 10 人以下の会社で、従業者
数では全体の約 28%を占めます (注 1)。これは非常に大きなマーケットですが、大企業 (年商 100
億円以上) でのグループウェア導入率が 77.8%と高いのに対し、小規模の企業 (年商 10 億円未満) 
は38.0%と低く、小規模になるほど導入が進んでいないというのが現状です (注2)。理由としては、
小規模の企業では、IT スキルの高い人員が不足し、また販売店やシステムインテグレーターとの付
き合いが普段少ないという点があげられます。このような状況でも、手軽なサイボウズ製品を導入
したいという需要が高まっており、特に家電量販店での問い合わせが増えています。これらの状況
を考慮し、この度サイボウズはジャングルと協業し店頭での販売を行うことを決定いたしました。
ジャングルは家電量販店での高い販売実績をもつソフトウェア販売会社です。主にコンシューマー
ソフトウェアを販売しており、日本全国の家電量販店と強い関係を築き上げてきました。今回、こ
のジャングルの強みを活かし、全国の家電量販店、約 2,000 店舗で販売してまいります。 

サイボウズサイボウズサイボウズサイボウズががががジャングルジャングルジャングルジャングルとととと業務提携業務提携業務提携業務提携しししし、、、、家電量販店家電量販店家電量販店家電量販店ででででグループウェアグループウェアグループウェアグループウェアをををを初販売初販売初販売初販売    
～～～～    小規模企業小規模企業小規模企業小規模企業へのへのへのへのアプローチアプローチアプローチアプローチをををを図図図図りりりり、、、、ビジネスビジネスビジネスビジネス市場市場市場市場でのでのでのでのシェアシェアシェアシェア拡大拡大拡大拡大をををを目指目指目指目指すすすす    ～～～～    
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なお今回は、従業員数 10 人以下の小規模な企業様を対象にしていることから、中小企業向け製品
であるお手軽 Web グループウェア「サイボウズ Office 6」(10 ユーザー版) を店頭にて販売いたし
ます。「サイボウズ Office 6」には「スケジューラー」や「掲示板」機能が搭載されており、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。また
それにより企業の知識レベルとコミュニケーションが格段に向上いたします。 
 
このようなグループウェアを導入・運用する際は、多大な費用や時間が必要になり、システム管理
者や実際の業務で利用される方には、高い IT スキルを求められることが多いのが現状です。しか
し「サイボウズ Office 6」は、煩雑な作業は必要なくソフトウェアをインストールするだけで導
入できるなど、手軽にご利用いただけるように開発されております。また高い IT スキルをもたな
い方でも「サイボウズ Office 6」を導入していただけるよう、当製品のパッケージには「ユーザ
ー登録および EXE インストール CD-ROM」と共に PDF マニュアルが同梱されています。 
 
今後、サイボウズは当製品の店頭での認知を高めていくため、ジャングルと共に様々な販売プロモ
ーションを展開していく予定です。2007 年中には当製品を 200 社以上に導入していただくことを目
標として取り組み、また将来的には他サイボウズ製品の店頭販売も計画しております。このような
試みにより、サイボウズではビジネスソフトウェア市場でのシェア拡大を目指し、店頭販売を強化
してまいります。 
 
 注 1) 総務省「平成 16 年事業所・企業統計調査」を参照。 
 注 2) ノークリサーチ社「2006 年 中堅・中小企業の IT導入実態調査」を参照。 
 
 
■販売開始日 
・2007 年 7 月 20 日 (金) 

 
■販売製品 
 ・サイボウズ Office 6 基本セット パッケージ版 (10 ユーザー) 
 
■サイボウズ Office 6 基本セット パッケージ版 
 ・ウェブブラウザーとネットワーク環境があれば、簡単に社員のスケジュール管理や業務連絡を
行うことのできるビジネス用ソフトウェアです。当製品には「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」等のグ
ループウェア機能が搭載されています。 

 
■サイボウズ Office 6 基本セット パッケージ版 に含まれるもの 
・ユーザー登録および EXE インストール CD-ROM 
・サイボウズ Office 6 Ver6.5 公式完全マニュアル（初回版のみ） 

 ・「ライセンスキー」証明書発行のためのユーザー登録シリアルキー 
 ・スタートガイド 
 
■製品ホームページ 
・サイボウズ Office 6 基本セット パッケージ版 詳細（近日公開） 
http://www.junglejapan.com/cybozu/  
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■価格 
製品名 標準価格 （本体価格） 

サイボウズOffice 6 基本セット パッケージ版 (10ユーザー） ¥83,790 （¥79,800） 
 
■動作環境 
 ・「サイボウズ Office 6」のインストールはサーバー1台だけで問題ありません。 
 
□サーバーOS 
・Windows 
Windows Vista、Windows Server 2003 64bit Edition、Windows Server 2003、Windows XP 
Professional、Windows 2000 Professional、Windows 2000 Server、Windows NT Workstation 
4.0、Windows NT Server 4.0 

・UNIX 
Linux kernel 2.1/2.2/2.3、FreeBSD 4.x【glibc 2.x（2.1以上）】、Solaris 7/8/9（SPARC版） 

 
□Web ブラウザー 
・Windows 

  Internet Explorer 5.01/ 5.5 /6.0 / 7.0、Netscape® 4.7x/6.2x/7.0x/7.1、Mozilla Firefox 
1.0/1.5/2.0 
・Mac 

  Internet Explorer 5.x 以上、Netscape® 4.7x/6.2x/7.0x/7.1、Mozilla Firefox 1.0/1.5/2.0 
 
■販売方法 
・全国の家電量販店、約 2,000 店舗でご購入いただけます。 
 

■会社概要 
 
□株式会社ジャングル 

 
 
 

商号 株式会社ジャングル 
所在地 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 14F 
代表者 代表取締役社長 高田晃子 
設立 2000 年 1月 
資本金 2 億円 
ホームページ http://www.junglejapan.com/ 
事業内容 B2C 向けパッケージ・ソフトウェアの企画・開発・販売 

テーマサイトの開発・運営 
＜取扱製品＞ 
DVD・動画・音楽ソフト 
デジタルカメラ・画像ソフト 
Web 編集・インターネット関連ソフト 
セキュリティ（マルウェア対策ソフト等） 
携帯電話関連ソフト 
ビジネス・オフィス関連ソフト 
システムユーティリティ（データ復元・抹消） 
その他（デジタル類語辞典等） 
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■製品に関するお問合わせ 
・株式会社ジャングル  
TEL : 0570-077-001(ナビダイヤル)  
MAIL: customer@junglejapan.com   
URL : http://www.junglejapan.com/ 
・サイボウズ株式会社 (サイボウズ インフォメーションセンター) 
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)    
MAIL: contactus@cybozu.co.jp 
URL : http://cybozu.co.jp/ 

 
■その他資料 
 ・製品等の画像は、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/cb6_pack/ 
 

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

 マーケティングコミュニケーション部 PR グループ 村松  
 TEL: 03-5805-9037 / FAX: 03-5805-9036 / MAIL: pr@cybozu.co.jp 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
※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。 


