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サイボウズ株式会社

サイボウズ、大規模向けグループウェアの新バージョンを本日より販売開始
～ スケーラビリティを 3 倍以上向上させ、万人規模での対応が可能に ～
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、2005 年 6 月にリリースした大規模向けエンタープライズグループウェア「サイボウズ ガ
ルーン 2」の次期バージョン「サイボウズ ガルーン 2 バージョン 2.5.0 (以下ガルーン 2.5)」を本
日 2008 年 4 月 14 日 (月) より販売開始することを発表いたします。今回、当製品には 1 万人レベルの
大規模な環境でもご利用いただけるよう、スケーラビリティの向上をはじめ、合計 60 箇所以上の機能
強化を行っております。当製品をご利用いただくことで、大規模な企業様はより便利にグループウェア
を活用でき、情報共有や業務効率を格段に向上させることが可能になります。
■サイボウズ ガルーン 2 バージョン 2.5.0 画面■

「サイボウズ ガルーン」は「おてがる」「ひろがる」「つながる」をテーマに開発された大規模向けグ
ループウェアです。企業ポータルとして様々な情報を集約でき、Web ブラウザ上で簡単かつ迅速に社員
のスケジュール管理や業務連絡などを行えます。現在、当製品は 1 千 6 百社を超える企業で、75 万人以
上のユーザー様にご利用いただいていますが、弊社ではこれらのお客様からのご要望を参考に、大規模
な環境でもより便利にご利用いただけるよう製品の機能を強化いたしました。そしてこの強化された製
品を今回「ガルーン 2.5」として販売開始いたします。当製品の主な強化ポイントとしては、「スケー
ラビリティ」
「検索システム」
「管理権限委譲機能」の 3 つがあります。
「スケーラビリティ」の面では、従来製品の 3 倍以上向上させることができ、1 万人レベルの大規模な
環境での対応も可能になります。今までは、3 千人規模までの運用を推奨し、それ以上になるとチュー
ニング (注 1) を行う必要がありましたが、今回改良したことで、アプリケーション (機能) 単位でデ
ータベースを分割した構築が可能になり、大規模な環境でも安定してご利用いただけます。
「検索システム」に関しては、今回「ガルーン 2.5」と連携する「サイボウズ 全文検索サーバー for ガ
ルーン」の販売を開始いたします。これは「ガルーン 2.5」の「掲示板」
、「社内メール」、
「Web メール」
、
「ファイル管理」の各アプリケーションに蓄積されている情報を横断的に、アクセス権を考慮して検索
することが可能になるシステムです。更にこのシステムではファイルの中身までも検索することができ
ます。大規模な環境になるほど、グループウェアに蓄積される情報が増え、どこに情報が保管されてい
るのか探すのに手間がかかりますが、当システムによりこの煩雑な作業にかける時間を大幅に削減する
ことが可能になります。
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最後の「管理権限委譲機能」では、各組織にユーザーの管理権限を委譲することができます。大規模な
環境では、拠点が増え、システム管理者が管理しなければならない範囲は広がりますが、各拠点の管理
を他のユーザーに任せることでシステム管理者の負担を大幅に減らすことが可能になります。
このように弊社では、大規模な環境でも便利にご利用いただけるよう様々な機能を強化いたしました。
更に今回はそれだけでなく、グループウェアを実際に利用されるユーザー様の利便性も考え、最新情報
の通知を得ることのできるクライアント型アプリケーション「サイボウズ リマインダー for ガルーン」
(注 2) の提供も開始いたします。これにより、Web ブラウザを起動していなくても「ガルーン 2.5」の
新着・更新情報などをポップアップで個人へお知らせすることができます。これにより、ユーザー様個
人がグループウェアの情報を簡単・迅速に入手することが可能になり、業務効率が格段に向上いたしま
す。なお、この機能は、仕様の策定から実装や試験にいたるまで、弊社のベトナム開発拠点で開発を行
いました (弊社は、2006 年からベトナムでの開発に取り組んでおり、今回の「ガルーン 2.5」の開発で
も大きく寄与しています)。
弊社では、今回の進化した「ガルーン 2.5」への理解をお客様に深めていただけるよう、本日からホー
ムページ <http://g.cybozu.co.jp/garoon/download/> にて公開し、最長 60 日間無償で試用が可能に
なります。また「サイボウズ オフィシャル パートナー」と共同で、日本各地で当製品に関する様々な
セミナーを開催する予定です。このセミナーでは、専門の担当者が、製品の導入や運用、操作方法など
についてデモを交えながら詳しくご説明させていただきます。このように弊社では様々な販売活動を行
い、本年度中 (来年 1 月末まで) に 3,000 人を超える大規模な企業様 100 社と商談に入り、4 億以上売
り上げることを目標にして取り組んでまいります。
なお、今回の「ガルーン 2.5」では「Windows Server 2003」や「Red Hat Enterprise Linux」のサー
バーOS に対応していますが、今後はより多くの大規模なお客様のご要望に応えられるよう、マルチプラ
ットフォームの方針を崩さず、
「Windows 2008」や「SUSE Linux」など最新の OS 環境での対応も重要
視いたします。ソフトウェアメーカー様と密接な関係を築き、技術情報などを共有して「ガルーン 2」
の更なる大規模化対応に努めます。
注 1) プログラムやシステム設定などを改良し、
必要メモリ量や実行速度を改善することを意味します。
注 2) 「サイボウズ ガルーン 2」サービスライセンス (保守サービス) をご契約されたお客様がご利用
いただけます。
■リリース日
・2008 年 4 月 14 日 (月)
■ダウンロードページ
・http://g.cybozu.co.jp/garoon/download/
■サイボウズ ガルーン 2
・Web ブラウザ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/
■マスコミ各社様向け画像ページ
・下記ページから製品のロゴやキャプチャ画像をダウンロードいただけます。ご自由に利用くださ
い。
※詳細 http://cybozu.co.jp/mass_media/garoon25/
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■販売方法
・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。
※詳細 http://g.cybozu.co.jp/garoon/partner/
■サイボウズ ガルーン 2 動作環境
□Web ブラウザ
Windows
Internet Explorer 6.x / 7.x
Mozilla Firefox 2.0
Macintosh Safari 2.0
Mozilla Firefox 2.0
□ソフトウェア
サーバーOS

Web サーバー

Windows

Windows Server 2003 Standard Edition (SP2)
Apache 2.0. / 2.2
Windows Server 2003 Enterprise Edition (SP2)
IIS 6.0
Unix
Red Hat Enterprise Linux AS 4
Apache 2.0. / 2.2
Red Hat Enterprise Linux ES 4
Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform
Red Hat Enterprise Linux 5
※上記以外の 64bit OS や SUSE Linux、MIRACLE Linux などにつきましても順次動作検証を行う予定
です。
※詳細 http://g.cybozu.co.jp/garoon/product/environment/
■本製品価格 - 新規ライセンス (税別)
□サイボウズ ガルーン 2
ユーザーライセンス数
価格
50 人
￥600,000／50 ユーザー
51～249 人
￥11,000／1 ユーザー
250～499 人
￥10,000／1 ユーザー
500～999 人
￥9,000／1 ユーザー
1,000 人～2,499 人
￥8,000／1 ユーザー
2,500 人～4,999 人
￥7,500／1 ユーザー
5,000 人～
別途相談
※詳細 http://g.cybozu.co.jp/garoon/price/licence/
□サイボウズ 全文検索サーバー for ガルーン
ユーザーライセンス数
価格
50 人
￥198,000
51～249 人
￥298,000
250～499 人
￥980,000
500～999 人
￥1,980,000
1,000 人～2,499 人
￥2,480,000
2,500 人～4,999 人
別途相談
5,000 人～
別途相談
※詳細 http://g.cybozu.co.jp/fts/price/
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■現行製品 (サイボウズ ガルーン 2.1.3) からのバージョンアップ
・
「サービスライセンス」契約期間中であれば、無償でバージョンアップが可能です。
・バージョンアップの際には、バージョンアップツールが必要です。
■セミナー
・下記のページからセミナー情報をご覧いただけます。
※詳細 http://g.cybozu.co.jp/topics/seminar/
□大規模セミナー (セミナー規模 100 名以上)
・株式会社大塚商会 (開催場所: 東京 千代田区、開催日: 5 月 29 日（木）)
□中・小規模セミナー (セミナー規模 100 名以下)
・株式会社内田洋行 (開催場所: 東京 中央区、開催日: 4 月 16 日（水）)
・富士通株式会社 (開催場所: 東京 港区、開催日: 4 月 18 日（金）)
・株式会社ソフトクリエイト (開催場所: 東京 文京区、開催日: 4 月 23 日（水）)
・NEC ソフト株式会社 (開催場所: 大阪 大阪市、開催日: 4 月 25 日 （金）)
・株式会社日立エイチ・ビー・エム (開催場所: 東京 文京区、開催日: 5 月 16 日（金）)
・株式会社日立システムバリュー (開催場所: 東京 文京区、開催日: 6 月 6 日（金）)
■関係各社からのコメント
□ノベル株式会社
サイボウズ様の新製品「サイボウズ ガルーン 2 バージョン 2.5.0」の発売を歓迎します。SUSE Linux
Enterprise Server の最新バージョンでの動作検証を初めとした協業を進めることで、今後、より大
規模の企業様にも信頼性の高い Linux 環境をご提供していけるものと確信しております。
ノベル株式会社

代表取締役社長 堀 昭一

■ベトナム開発拠点
・弊社では海外でのオフショア開発を進めています。今回、下記 C.S.Factory (シーエスファクトリー)
様に実装から試験まで広い範囲に渡りご協力いただきました。
会社名
C.S.Factory Co., Ltd.
代表者
橋本弘則
設立年月
2004 年 2 月
所在地
M Floor, e.town, 364 Cong Hoa Str., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
事業内容
日本向けコンピュータソフトウェアの開発
URL
http://www.csfactory-vn.com/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

《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 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※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。
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