本リリースは、サイボウズ株式会社と cybozu.net 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 3 月 2 日
サイボウズ株式会社
cybozu.net 株式会社

「サイボウズ ツールバー β」の検索収益の 50%を、骨髄移植推進財団へ寄付
～ 骨髄バンク支援イベントでの、藤川 球児 選手×サイボウズ 青野の対談を公開 ～
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
サイボウズ社) と cybozu.net （サイボウズ･ドットネット） 株式会社 (本社：東京都渋谷区 代表取
締役 CEO：宇佐美 進典 以下 cybozu.net 社) は、本日 2009 年 3 月 2 日 (月) より、
「サイボウズ ツー
ルバー β バージョン 0.2.0」
（以下、サイボウズ ツールバー※） の検索収益の 50%を、骨髄移植推進
財団へ寄付することを発表します。
※サイボウズ ツールバーとは
「サイボウズ ツールバー」をインストールし Web ブラウザーの画面を開いておけば、アイコンをクリックするだけで
都度、グループウェア「サイボウズ Office 8」（以下、Office） のトップページから辿る必要なく、主な機能をワンク
リックで利用いただけます。これにより、画面遷移数が減少し作業効率の向上を図れます。

サイボウズ社の社長 青野は、昨年の夏に骨髄液の提供手術をした体験を活かし、同年 12 月にプロ野球
の藤川 球児 選手（阪神タイガース）と共に、骨髄バンク活動の普及を目的にした「藤川球児×サイボ
ウズ 骨髄バンク支援イベント」を開催するなど、骨髄バンク支援の活動を行ってまいりました。根底
にあるのは、サイボウズが企業理念として掲げる「人間尊重」であり、更にはサイボウズの行動指針の
「サイボウズ五精神」の 1 つでもある「チームワーク」、この力を骨髄バンクドナー登録者の増加に役
立てられないかと考え、今回は cybozu.net 社とタッグを組む事となりました。
この「サイボウズ ツールバー」の主な機能の１つである「WEB 検索」は、cybozu.net 社が運営するビ
ジネスポータルサイト cybozu.net <http://www.cybozu.net/> と連携しており、ツールバーで検索する
と、cybozu.net のサイト上に検索結果が表示されます。この際に得られた検索広告収益のうち、両社
よりそれぞれ 50%を寄付いたします。これにより、お客様はツールバー経由で検索するだけで、骨髄移
植推進財団へ寄付できる仕組みが可能となりました。
■募金を記念してスペシャル対談を公開
阪神タイガースの藤川 球児 選手と、サイボウズの青野とのスペシャル対談のページを公開いたします。藤
川 選手が「藤川球児×サイボウズ 骨髄バンク支援イベント」を通じて伝えたかった事。また、野球選手と企
業戦士のチームワークの接点や、今後の藤川 選手の夢など本日より 4 週にわたってお届けしたいと思いま
す。
サイボウズツールバーができる事 http://kantan.cybozu.co.jp/office7/tempo/toolbar/
藤川 球児 選手スペシャル対談 http://cybozu.co.jp/events/specialtalk/

■募金実施期間
2009 年 3 月 2 日 (月) ～ 2009 年 4 月 30 日（木）

■動作環境
OS Windows XP/Vista
Web ブラウザー Internet Explorer 6/7
グループウェア サイボウズ Office 7/8
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■価格 無料
■サイボウズ株式会社 概要
URL
http://cybozu.co.jp/
設立
1997 年 8 月 8 日
資本金
5 億 5,300 万円 （2008 年 7 月 31 日現在）
代表者名
代表取締役社長 青野 慶久
所在地
東京都文京区後楽一丁目 4 番 14 号 後楽森ビル 12 階
事業内容
情報通信、情報提供に関するサービスやソフトウェアの開発、販売、保守
■cybozu.net 株式会社（サイボウズ・ドットネット） 概要
URL
http://www.cybozu.net/
設立
2005 年 11 月 1 日
資本金
2,500 万円
代表者名
代表取締役 CEO 宇佐美 進典
所在地
東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ファーストプレイス 8 階
事業内容
ビジネスポータルサイト「cybozu.net」の企画、運営、広告販売など

■ご参考
○ツールバーとは、ソフトウェアの画面上部にアイコンなどで並んでいるボタン群のことを言います。Web ブラウザー
用ツールバーでは、主に検索大手ポータルサイトによって開発されたものが有名です。インストールすると Web
ブラウザーの画面上部に検索用の入力フォームが表示されます。
○「サイボウズ Office」概要
「サイボウズ Office」は、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中小規模向け Web グループウェ
アです。現在は 2 万 5 千社以上の企業で、約 200 万人にご利用いただいております。「サイボウズ Office 8」は「サ
イボウズ Office」シリーズの最新版です。当製品はホームページ ＜
http://products.cybozu.co.jp/office/ver8/support/download/＞ からダウンロードでき、無償で最長 60 日間ご試
用いただけます。
○関連 URL
・「サイボウズ ツールバー β」 紹介ページ
http://products.cybozu.co.jp/office/ver8/product/client/toolbar/
・「サイボウズ ツールバー β」 ダウンロードページ
http://products.cybozu.co.jp/office/ver8/support/download/client/#toolbar
・藤川球児×サイボウズ 骨髄バンク推進イベント 2008 野球教室レポート
http://cybozu.kanshin.jp/keyword/748266
・藤川球児×サイボウズ 骨髄バンク推進イベント 2008 シンポジウムレポート
http://cybozu.kanshin.jp/keyword/748278
・2008 年 10 月 30 日、サイボウズ、グループウェア対応の「サイボウズ ツールバー β」を公開
～「サイボウズ Office 7」の主な機能へのショートカットにより作業効率が格段に向上～
http://group.cybozu.jp/news/08103001.html
・2008 年 12 月 5 日、骨髄バンク活動の普及目的「藤川球児×サイボウズ 骨髄バンク支援イベント」開催
～ 野球を通じ、骨髄バンクの助け合いの精神と、チームワークの大切さを伝える ～
http://group.cybozu.jp/news/08120501.html
・サイボウズ青野の 3 日ボウズ日記 骨髄移植ドナー体験記
http://blog.cybozu.co.jp/aono/2008/08/post_5653.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0---------------------------------------------------------------------------------------------------------

■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 社長室 広報：村松
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12 階
TEL: 03-6316-1160 / FAX: 03-5805-9036 / MAIL: pr@cybozu.co.jp / WEB: http://cybozu.co.jp/
□cybozu.net 株式会社 セールス＆マーケティング 額賀 http://www.cybozu.net/
〒150-0036 東京都渋谷区神泉町 8-16 渋谷ファーストプレイス 8 階
TEL: 03-5459-0537 / FAX: 03-5459-0538/ MAIL: pr@cybozu.net / WEB: http://cybozu.net/
■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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0---------------------------------------------------------------------------------------------------------

※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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