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
2009 年 1 月 28 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
サイボウズグループのインテグラート・ビジネスシステムが「サイボウズ総合研究所」に社名変更
～ サイボウズグループが一丸となり、
サイボウズ製品に特化した SI 事業と SaaS 事業を本格展開 ～
ビジネスソフトの開発・販売を行う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) 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 北原 康富 以下インテグラート・ビジネスシステム) は、
本日 2009 年 1 月 28 日 (水) の株主総会において、インテグラート・ビジネスシステムの社名を「サイ
ボウズ総合研究所株式会社 (以下サイボウズ総研)」に変更することを決議し、代表取締役の異動と役
付取締役の変更を行うことを決定いたしました。この社名・体制変更と共に、今後当社では、サイボウ
ズの販売パートナー企業様支援の一環として SI 事業 (注 1) と SaaS 事業 (注 2) に力をいれ、既存の SFA
事業 (注 3) と合わせ、これらの事業を 3 本柱として取り組んでまいります。
2006 年 5 月に「マネジメント戦略とテクノロジーの統合」というコンセプトで、お客様の経営ニーズに
合った情報システムを提供する、日本インテグラート株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役 北
原康富）からビジネスシステム事業を分割してできた会社がインテグラート・ビジネスシステムです。
会社分割後、サイボウズへ株式を全て譲受し、サイボウズの完全子会社となりました。
主に、インテグラート・ビジネスシステムは、ソフトウェア・パッケージ&プロフェッショナル・サー
ビス会社として、大規模な組織向けに、営業支援システム (CRM/SFA)「ウェブハロー」の開発・販売を
行ってきましたが、サイボウズの子会社となった後の 2008 年 1 月からは、サイボウズの販売パートナー
企業様支援の一環として、システム・インテグレーションなどのサービスも提供してきました。その結果、過
去 1 年間で大規模なお客様を中心に、ユニ・チャーム株式会社様など約 20 社から依頼があり、対応さ
せていただきました。そこで、今後はそのニーズを汲み取り、サイボウズと関連づけるため、社名を「サ
イボウズ総合研究所株式会社」とし、サイボウズ製品に特化したコンサルティング業務 (SI 事業・SaaS
事業) を強化していく予定です。
以下がサイボウズ総研の事業の 3 本柱になります。
1) SI 事業
・当社の営業やパートナー様と一緒にお客様へのサイボウズ製品の提案を行い、業務分析から、
それに合わせたサイボウズ製品の導入支援、構築、運用相談まで、質の高いサービスを提供い
たします。当製品の基本機能では満たせないお客様の要件に対しては、カスタマイズや API (注
4) を利用したサブシステムの開発、他社製品との連携などを提案し、実際に構築を行います。
2) SaaS 事業
・当社の営業担当や SE が、SaaS でのサイボウズ製品の企画・構築から、その環境の運用アウトソ
ーシングまで、広くサービスを提供いたします。最近は、セキュリティや利便性を考慮し、SaaS
でのシステム環境構築を求められるお客様が増えていますが、そのご要望に経験豊富なメンバ
ーが丁寧に対応させていただきます。
3) SFA 事業
・大規模向け営業支援システム (CRM/SFA)「ウェブハロー」の開発・販売・サポートを行います。
ウェブハローは、スケジューラーとのシームレスな統合、重複入力ゼロ設計、営業部門の顧客
ナレッジマネジメントなど、様々な機能をお客様から評価いただき、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。
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今後、SI 事業や SaaS 事業に注力していくにあたり、社内の体制を強化してまいります。具体的には、
サイボウズ製品の知識豊富な開発者や SE がサイボウズ社から出向し、またサイボウズ社の組織の中に
サイボウズ総研を組み込み、直接指示・管理する体制を設ける予定です。この体制の強化により、サイ
ボウズ総研は、2009 年中に 50 社以上から受注いただくことを目標に取り組んでまいります。
このように、サイボウズ総研は、自社、並びにサイボウズ製品を通じて、インテグラート・ビジネスシ
ステムとサイボウズの理念を継承し、更に高度なサービス提供を目指すとともに、サイボウズ製品の提
供基盤の拡充を図ります。また、従来のパッケージ販売、並びに請負型システム開発に加え、既存パッ
ケージのカスタマイズや各種ノウハウを組み合わせサービスとして顧客向け提供を行う SaaS での提供
開始を予定いたしております。また、サイボウズグループは一丸となって、多くの企業様に業務効率の
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総研を支援していく予定です。
注 1) SI 事業 (System Integration) とは、顧客の業務内容を分析し、それに合わせた情報システム
の企画、構築などを請け負う業務のことです。
注 2) SaaS 事業 (Software as a Service) とは、ソフトウェアをインターネットを通じて「サービ
ス」として提供する事業モデルのことです。
注 3) SFA 事業 (Sales Force Automation) では、企業の営業活動を効率化することのできる情報シ
ステムの開発・販売を行います。
注 4) ソフトウェアを開発する際に使用する命令や関数の集合体のことです。開発者が、各ソフトウ
ェアに対し全ての機能をプログラミングするのは手間がかかるため、ソフトウェアが共通して
もつ機能については API を使うことでまとめて提供することが可能になります。個々の開発者
は API を使いその機能を「呼び出す」だけで、自分でプログラミングすることなくソフトウェ
アを開発することができるようになります。
■サイボウズ総合研究所株式会社 営業開始日
2009 年 1 月 28 日 (水)
■サイボウズ総合研究所株式会社 新規役員体制
取締役会長
北原康富（変更 (注 5））
代表取締役社長 札辻秀樹（新任）
取締役副社長
大西健輔
取締役副社長
林貢正 （新任）
取締役
佐藤紅志
取締役
中澤洋之
監査役
松村克彦
注 5) 北原康富は、インテグラート・ビジネスシステム 代表取締役から、サイボウズ総研 取締
役会長に異動。
■お問い合わせ窓口
□サイボウズ株式会社 MA 営業部
MAIL：masales@cybozu.co.jp
□サイボウズ総合研究所株式会社 営業部 担当: 岩本
MAIL：iwamoto@integratto-bs.co.jp
TEL ：03-3234-0616
■ユニ・チャーム株式会社様からのコメント
ユニ・チャーム株式会社は、インテグラート・ビジネスシステム株式会社のサイボウズ総合研究所株
式会社への社名変更、そして、コンサルティング業務の強化を心より歓迎いたします。2008 年から弊
社では、製品登録業務において、データベース「サイボウズ デヂエ」の運用コンサルティングをイ
ンテグラート・ビジネスシステムへ依頼していましたが、今回の社名変更にあたり、更に当サービス
を強化されるとのことで、非常に期待しております。今後も、弊社はサイボウズ総合研究所と密に連
携し、社内の業務の効率化に取り組んでまいります。
ユニ・チャーム株式会社

情報システム部長 知名 俊郎
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■会社概要
□サイボウズ総合研究所株式会社
商 号
所 在 地
代表者
設 立
資 本 金
ホームページ
事業内容

サイボウズ総合研究所株式会社
(英文表記：Cybozu Research Institute, Inc.)
東京都千代田区平河町 2-13-1 相原ビル 8F
代表取締役社長 札辻 秀樹
1993 年 1 月 22 日
50,000 千円
http://www.integratto-bs.co.jp
サイボウズ総研は、IT とマネジメントの専門知識を併せ持つ人材による問題解
決プロジェクト、ユーザーのニーズに対応したパッケージ製品のカスタマイズ
といったユニークなビジネスモデルで、ソフトウェアおよびサービス製品を開
発してまいります。グループウェア、営業支援システムなどのパッケージ製品
と関連サービスを通じて最先端の技術を容易に、実践的に役立つソリューショ
ンとして提供してまいります。また、サイボウズ製品に個々のお客様に対して
有益なサービスを付加した、付加価値型 SaaS の提供を開始いたします。

□サイボウズ株式会社
商 号
所 在 地
代表者
設 立
資 本 金
ホームページ
事業内容

サイボウズ株式会社
(英文表記：Cybozu,Inc.)
東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12F
代表取締役社長 青野 慶久（本名：西端 慶久）
1997 年 8 月 8 日
553,000 千円
http://cybozu.co.jp/
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 8 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。

---------------------------------------------------------------------------------------―------------------

《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
■サイボウズ総合研究所株式会社 担当：岩本
〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-13-1 相原ビル 8F
MAIL：iwamoto@integratto-bs.co.jp / TEL：03-3234-0616 / FAX：03-3234-9939
---------------------------------------------------------------------------------------―------------------

※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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