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本リリースは、サイボウズ株式会社と株式会社 OSKの 2 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 10月 29 日 

サイボウズ株式会社 

株式会社 OSK 

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 (戸籍名：西端 慶久) 以下サ 

イボウズ) と株式会社 OSK (本社：東京都墨田区 代表取締役社長：宇佐美 愼治 以下 OSK) は業務提 

携し、サイボウズの大規模向け EIP 型グループウェア「サイボウズ ガルーン 2」と連携するお手軽 e 

ラーニングシステム「EasyLearning (イージーラーニング) for ガルーン 2」を本日 2007 年 10 月 29 

日 (月) から発売開始いたします。1997 年の創業以来、サイボウズは主にグループウェアの開発・販売 

を行い、国内市場トップのシェア (注 1) を占めるまでに成長いたしました。今後はビジネスソフトウ 

ェア市場での更なるシェア拡大を目指し、OSKと共に e ラーニング市場へ参入してまいります。 

e ラーニングシステムとは、パソコンやコンピュータネットワークなどを利用して、個人が教育を受け 

ることのできる仕組みです。OSK では、社員の知識向上と会社全体の成長を目指し、企業の社内研修な 

ど様々なビジネスシーンでこの仕組みを活用いただけるよう、2004 年 4 月から e ラーニングシステム 

「EasyLearning」を発売開始いたしました。この「EasyLearning」を組織内で更に便利にご利用いただ 

くため開発された製品が、大規模向け EIP 型グループウェア「サイボウズ ガルーン 2」と連携する今 

回の「EasyLearning for ガルーン 2」です。「EasyLearning for ガルーン 2」は「サイボウズ ガル 

ーン 2」シリーズのアプリケーションのひとつとして機能し、グループウェア上での社員教育を可能に 

しました。そして今後は、この OSK ブランドの「EasyLearning」をサイボウズが販売してまいります。 

この度の「EasyLearning for ガルーン 2」は、高い IT スキルをもたない企業でもグループウェアと共 

に、簡単に安価に導入・運用いただけることが大きな特徴です。製品の機能は必要不可欠なもののみに 

絞り込んでおり、インターフェイスも直感的な操作で好評なサイボウズのグループウェアをベースに開 

発していますので、パソコン操作に不慣れな方でも簡単に使うことができます。 

更に手軽にご利用いただけるよう、当製品には「自作コンテンツ活用機能」、「履歴管理機能」、「ユ 

ーザー情報連携機能」、「通知機能」の 4 つの機能を搭載しています。 

「自作コンテンツ活用機能」とは、PowerPoint などの自作コンテンツを当システムへアップロードする 

だけで簡単に講習教材として活用いただくことのできる機能です。これにより、お客様は高価な教材コ 

ンテンツを新たに用意する必要がなく、教材コストを大幅に削減することが可能になります。 

「履歴管理機能」では、管理者が、誰が何のコンテンツをどのぐらい時間をかけて受講したのか一覧で 

確認することができます。大規模な企業ほど社員の受講状況の把握に時間がかかりますが、今回の「履 

歴管理機能」をご利用いただくことで、手軽に社員教育を管理することが可能になります。 

次に「ユーザー情報連携機能」ですが、これにより「サイボウズ ガルーン 2」のユーザー情報やアク 

セス権限を「EasyLearning for ガルーン 2」へ 1クリックで反映することができます。eラーニングシ 

ステムとグループウェアの両製品を利用している企業では、ユーザー情報などを二重で管理しているこ 

とが多いのですが、「EasyLearning for ガルーン 2」ではこの煩雑な作業にかける時間を大幅に削減 

することが可能です。 

最後の「通知機能」では、教材コンテンツの受講開始の連絡を各社員の「サイボウズ ガルーン 2」の 

トップページに新着情報として表示させることができます。これにより、社員が見逃すことなく教育を 

受けられますので、最終的に会社の成長スピードを格段に向上させることが可能になります。 

サイボウズと OSK が業務提携し、e ラーニング市場へ本格参入 

～ グループウェアと連携するお手軽 e ラーニングシステムを発売開始 ～
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このように「EasyLearning for ガルーン 2」は手軽にご利用いただけるシステムですが、今回はこれ 

だけでなく、この e ラーニングシステムにグループウェアの運用・活用方法に関する教育コンテンツも 

バンドルして提供いたします。最近はグループウェアの社員教育の手間に悩みを抱えている会社が増え 

ていますが、当製品を導入することで、グループウェアの活用が進み業務効率が向上するようになりま 

す。 

なお、サイボウズでは、より多くの方にこの「EasyLearning for ガルーン 2」をご利用いただけるよ 

う、本日 2007 年 10月 29 日 (月) から「半額キャンペーン」を実施いたします。当キャンペーンでは、 

2008 年 3 月 31 日 (土) までに当製品を購入される方へ定価の 50%引きで提供いたします。このように 

様々なプロモーションを行い、発売から 1年間で当製品を 100社以上に導入いただくことを目標といた 

します。そしてビジネスソフトウェア市場でのシェア拡大を目指し、e ラーニング市場へ本格的に参入 

してまいります。 

注 1) ノークリサーチ社「2007 年 中堅･中小企業の IA サーバー導入実態調査報告」を参照。 

■発売開始日 

2007 年 10月 29 日 (月) 

■製品説明ページ 

http://g.cybozu.co.jp/elearning/product/ 

■「EasyLearning for ガルーン 2」主な機能 

□自作コンテンツ活用機能 

PowerPoint などの自作コンテンツを当システムへアップロードするだけで簡単に講習教材として活 

用いただくことのできる機能です。これにより、お客様は高価な教材コンテンツを新たに用意する必 

要がなく、教育コストを大幅に削減することが可能になります。 

□履歴管理機能 

「履歴管理機能」では、管理者が、誰が何のコンテンツをどのぐらい時間をかけて受講したのか一覧 

で確認することができます。大規模な企業ほど社員の受講状況の把握に時間がかかりますが、今回の 

「履歴管理機能」をご利用いただくことで、手軽に社員教育を管理することが可能になります。 

□ユーザー情報連携機能 

「サイボウズ ガルーン 2」のユーザー情報やアクセス権限を「EasyLearning for ガルーン 2」へ 1 

クリックで反映することができます。e ラーニングシステムとグループウェアの両製品を利用してい 

る企業では、ユーザー情報などの管理を二重で行っていることが多いのですが、「EasyLearning for 

ガルーン 2」ではこの煩雑な作業にかける時間を大幅に削減することが可能です。 

□通知機能 

教材コンテンツの受講開始の連絡を各社員の「サイボウズ ガルーン 2」のトップページに新着情報 

として表示させることができます。これにより、社員が見逃すことなく教育を受けられますので、最 

終的に会社の成長スピードを格段に向上させることが可能になります。 

■販売方法 

サイボウズのパートナー企業様経由による販売 

※詳細 http://cybozu.co.jp/partner/customer/
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■「EasyLearning for ガルーン 2」動作環境 

□ソフトウェア 

サーバーOS Web サーバー 

Windows Windows Server 2003 Standard Edition 

Windows Server 2003 Enterprise Edition 

Windows 2000 Server (SP2 以上) 

Apache 2.0.x 

□ブラウザー 

Web ブラウザー 

Windows Internet Explorer 6.0/7.0 

※詳細 http://g.cybozu.co.jp/elearning/product/environment/ 

■「EasyLearning for ガルーン 2」価格 - 新規ライセンス (税別) 

ライセンス数 定価 半額キャンペーン価格 (注 2) 

50 ユーザー \ 120,000 / 50 ユーザー \ 60,000 / 50 ユーザー 

51 ～249 ユーザー \ 2,200 / 1 ユーザー \ 1,100 / 1 ユーザー 

250 ～499 ユーザー \ 2,000 / 1 ユーザー \ 1,000 / 1 ユーザー 

500 ～999 ユーザー \ 1,800 / 1 ユーザー \ 900 / 1 ユーザー 

1000～2499 ユーザー \ 1,600 / 1 ユーザー \ 800 / 1 ユーザー 

2500～4999 ユーザー \ 1,500 / 1 ユーザー \ 750 / 1 ユーザー 

5000 ユーザー～ 別途相談 別途相談 

注 2) 2007 年 10 月 29日 (月) から 2008 年 3 月 31 日 (土) まで実施する「半額キャンペーン」での 

価格になります。 

※詳細 http://g.cybozu.co.jp/elearning/price/ 

■製品概要 

□サイボウズ ガルーン 2 

Web 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。これらの機能により、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。 

※詳細 http://g.cybozu.co.jp/garoon/ 

□EasyLearning 

グループウェア上で動作する e ラーニングシステムです。グループウェアと同一サーバー環境での稼 

動を可能にすることで、導入コストを大幅に削減しました。グループウェア上の一機能として動作す 

るため、e ラーニングを受講するユーザーは受講のために新しい操作を覚える必要はなく、使い慣れ 

たグループウェアと同じ操作性で、違和感なく使用することができます。また、EasyLearning では、 

グループウェアのユーザー情報を利用して運用しますので、システム管理者にとって不可欠ともいえ 

るユーザー情報の管理負荷を大幅に削減することができます。 

※詳細 http://www.evalue.jp/pro/el/
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■会社概要 

□サイボウズ株式会社 

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 5 億 5 千 3 百万円 

事業内容 インターネット／イントラネット用ソフトウェアの開発、販売 

ホームページ http://cybozu.co.jp/ 

□株式会社 OSK 

商号 株式会社 OSK 

所在地 東京都墨田区錦糸 1-2-1 アルカセントラル 9F 

代表者 代表取締役社長 宇佐美 愼治 

設立 1984 年 7 月 2 日 

資本金 3 億円 

事業内容 パッケージソフトウェアの開発／販売、ソフトウェア開発受託、 

情報マネジメントコンサルティング 

ホームページ http://www.kk-osk.co.jp/ 

■その他資料 

マスコミ各社様向け画像ページ 

http://cybozu.co.jp/mass_media/elearning/ 

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

《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 12F 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 グループ 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 (月～金 9:00～12:00 / 13:00～17:30 (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。


