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総合 SaaS ベンダーのフィードパス株式会社(本社：東京都港区 代表取締役社長：津幡 靖久 以
下、フィードパス)は、2008 年 6 月より提供している SaaS 型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 for SaaS（以下、ガルーン 2 for SaaS）」について、本日より利用規模別の提供価格を
発表します。また、当社で取り扱う SaaS 型 2 大グループウェア「サイボウズ Office 8 for SaaS（以下、
Office 8 for SaaS）」と「ガルーン 2 for SaaS」の提供基準を明確化し、お客様がより導入検討しやすい
サービス設計を行いました。
フィードパスの提供する SaaS 型サービス群は、中小企業の導入に留まらず、300 名を超える企業
様などの導入が加速しています。「Office 8 for SaaS」はおよそ 300 名を上限とするお客様にご提供し
て参りましたが、300 名規模を超えるお客様の導入検討が急激に増加しています。そこで、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 以下、サイボ
ウズ）の提供規模基準に合わせ、300 名以上～1,000 名未満のお客様に対し「ガルーン 2 for SaaS 」
を提供します。
また、「ガルーン 2 for SaaS」は提供開始より、お客様の利用規模や具体的なご要望を直接伺い、個
別にお見積もりをご提供していましたが、本日より提供価格を統一し新価格での提供を開始します。
新価格では、お客様の利用規模別に、300 名～499 名と 500 名～999 名の 2 段階の価格帯をご用
意しました。サービス体系は「基本セット」とオプションサービスの「ワークフロー」の 2 つになります。
「ガルーン 2 for SaaS」のスケジュール管理や掲示板、社内メール、ケータイ対応など、基本的なサー
ビスが利用可能な「基本セット」は、1 ユーザーあたり年額 12,474 円～（税込）、基本セットと合わせて
ご利用いただくオプションサービスの「ワークフロー」は、1 ユーザーあたり年額 6,804 円～（税込）で
ご提供します。初期料金は不要（*1）とし、サポート対応込みの価格となっています。
また、お客様は当社が運営する SaaS 環境をご利用いただくサービスのため、 サーバの購入、運用、
ネットワークの構築・管理の必要も一切ありません。
価格発表と同時に、サイボウズの提供規模基準あわせ、当社で取り扱う SaaS 型 2 大グループウェ
ア「Office 8 for SaaS」と「ガルーン 2 for SaaS」のご提供基準を明確化します。「Office 8 for SaaS」は
10 名～299 名のお客様向けに、「ガルーン 2 for SaaS」は 300 名～999 名のお客様向けにご提供して
参ります。これにより、300 名以上で導入ご検討中のお客様に対し、利用規模によるサービス選定基
準の明確化を図り、販売戦略を強化して参ります。
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のみ）
ユーザー数

基本セット（1 ユーザー/年額/税込）

ワークフロー（1 ユーザー/年額/税込）

50-299

-

11,340 円（*2）

300-499

14,742 円

9,072 円

500-999

12,474 円

6,804 円

■「
「サイボウズ Office 8 for SaaS」
SaaS」「サイボウズ ガルーン 2 for SaaS」
SaaS」提供基準
ユーザー数

提供サービス名

有料オプション

契約形態

10-299

サイボウズ Office 8 for SaaS

報告書／プロジェクト

月額／年額

300-999

サイボウズ ガルーン 2 for SaaS

ワークフロー

年額のみ

（*1）データコンバートを行う場合は必要となります
（*2）ワークフローのユーザー数は基本セットのユーザー数と合わせる必要はありません（但し、
最低 50 ユーザーから契約必須）
■本リリースについて、サイボウズ総合研究所株式会社 代表取締役社長 札辻 秀樹 氏より
賛同表明のコメントを頂戴しております。
「SaaS サービスで実績を上げているフィードパスが『サイボウズ ガルーン 2 for SaaS』の提供価格を
公式に発表することを心より歓迎いたします。また、フィードパスは他サービスとのシステム連携など、
フィードパス独自の付加価値提供を実現しており、今後に向けてさらなる可能性を感じています。こ
れからフィードパスが、当社と共に日本の SaaS 市場の牽引者として、そしてサイボウズ製品の重要
なソリューションプロバイダーとして活躍できるよう、私たちサイボウズ総合研究所もサイボウズ ガル
ーンシリーズの ASP/SaaS 事業を主管事業者として積極的に支援してまいります。」
■サイボウズ ガルーン 2 for SaaS について
【 http://groupware.feedpath.co.jp/groupware_enterprise_asp.html 】
「サイボウズ ガルーン 2 for SaaS」は、サイボウズ社が提供している大規模向け Web 型グループ
ウェア「サイボウズ ガルーン 2」をベースとし、フィードパスが SaaS により提供しているサービスで
す。SaaS プラットフォームをベースとして、フィードパス独自の付加価値である他サービスとのアプリ
ケーション連携を標準搭載し、今後も連携機能を強化して参ります。
■フィードパス株式会社について【 http://www.feedpath.co.jp/ 】
フィードパス株式会社は、組織内における効果的で価値が高い情報共有を支援するアプリケーション
ソフトウェアの企画・開発・販売・運用を主に行っています。 一般的なライセンス販売ではなく、SaaS
を中心とした提供形態により、より広い範囲で、お客様のためにインターネット関連技術を活用し、お
客様に最適なサービスを最速でご提供する企業を目指します。

■ 参考情報
・「サイボウズ Office 8 for SaaS」×「サイボウズ ガルーン 2 for SaaS」 比較表
http://groupware.feedpath.co.jp/difference_og.html
■マスコミ各社様からのお問い合わせ先
□フィードパス株式会社 広報担当 西川
〒107-0061 東京都港区北青山 2-7-26 フジビル 28 2 階 CROSS COOP 内
TEL：03-4530-0555 MAIL：fp-relations@feedpath.co.jp
※フィードパスは、2009 年 05 月 18 日よりオフィスを移転しました。
※本プレスリリースに記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。

