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サイボウズ株式会社 

 
スマートフォン用、シンクアプリケーション 「サイボウズモバイル KUNAI for Windows® phone」 と 

シンクソフト 「サイボウズモバイル Sync for BlackBerry®」 を、今年 3 月末までに発売開始 

～本日から、最新スマートフォンを無償で貸し出す 「試(ためす) KUNAI キャンペーン」 を実施～

  

 

 
 

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) 

は、大規模向けグループウェア「サイボウズ ガルーン 2（注 1）」と連携するWindows® phone用シンクアプリケー

ション「サイボウズモバイル KUNAI for Windows® phone」と、BlackBerry®用シンクソフト「サイボウズモバイル 

Sync for BlackBerry® 」を 2010 年 3 月末までに発売開始することを発表いたします。また、お客様には当製品の

便利さを体験いただけるよう、ソフトバンクモバイル株式会社 (本社：東京都港区 代表取締役社長：孫 正義 以

下ソフトバンクモバイル) と、株式会社NTTドコモ (本社：東京都千代田区 代表取締役社長：山田 隆持 以下NTT

ドコモ) 協力の元、抽選で 100 社にビジネススマートフォンとしても利用可能な「dynapocket SoftBank X02T」を

60 日間、「docomo PRO series T-01A」「docomo PRO series BlackBerry® Bold™ 」を 30 日間無償で貸し出しいたし

ます。 

 

注 1)「サイボウズモバイル KUNAI for Windows® phone」と「サイボウズモバイル Sync for BlackBerry®」は、

両製品発売前にリリース予定の最新バージョン「サイボウズ ガルーン 2」バージョン 2.5.4 と連携しま

す。 

 

【多様なシーンにビジネスフィールドを持ち歩く感覚を】 

サイボウズでは、グループウェアを「チームワークを支援するシステム」と捉え、開発・販売を行っております。

特に昨年からは、グループウェアのクラウド/SaaS での提供や業務系グループウェアなどの事業を強化しており、

お客様の多様なビジネスシーンに合わせた製品提供を目指しております。 

増加の一途を見せるスマートフォンの普及率から見ても、これらの製品やサービスの利用端末として、スマートフ

ォンは大変重要な位置づけになると考えております。 

これらの状況を受け、ビジネスシーンでの利用用途の高いスマートフォン端末として、Windows® phone 用シンク

アプリケーションと BlackBerry®用シンクソフトを今年 3月末までに発売いたします。今回の発売を記念して、100

社のお客様に、当製品を試用できるスマートフォン端末である「dynapocket SoftBank X02T」を 60 日間、「docomo PRO 

series T-01A」「docomo PRO series BlackBerry® Bold™ 」を 30 日間無償で提供させていただく「試 (ためす）KUNAI 

キャンペーン」を実施します。 

 

■キャンペーン概要  

 

◆タイトル  「試 KUNAI キャンペーン」 

◆URL     http://g.cybozu.co.jp/topics/kunai/

◆期間    2010 年 2月 8 日（月）～ 6 月 30 日（水） 

◆ご提供端末 dynapocket SoftBank X02T 

       docomo PRO series T-01A 

       docomo PRO series BlackBerry® Bold™  

◆応募方法  上記キャンペーンサイトにアクセスし、所定の入力フォームにお客様の情報を入力いただきます。 

       当選者の方には、製品リリース後、順次端末を送付させていただきます。 

 

 

■サイボウズモバイル KUNAI™ 概要 

KUNAI(くない、苦無)とは忍者が所有していた小型の武具です。時には武器として、またあるときは工具として、

また、攻めにも守りにも応用が効くツールでした。これを現代のビジネスマンのスマートフォンに置き換え、柔軟

性と、手軽に利用できるスマートさを兼ね備えたソリューションとして提供します。 

 

出張などで飛びまわるビジネスリーダーは、メンバーがどこで何をしているのか、そして何をリーダーに伝えて

くれるのかといった情報を即座に把握し、判断を下すことがチームを勝利へ導くための貴重な判断基準となります。

「サイボウズモバイル KUNAI」があれば、スケジュール、ワークフロー、社内メール、Eメールの確認という様々

な情報を、一画面に集約された形で表示するので、重要な通知を見落としません。特に、どこにいてもワークフロ

ーの承認が行えるので、メンバーにストレスを与えることや業務スピード緩めることがありません。 

 

1 



つまり、いつでも・どこでもその手の中に「解決」「決断」「決裁」を行う判断材料となる情報が集約されるの

です。まさに「ビジネスフィールドをその手の中に」を実現するアプリケーションなのです。  

 
■「サイボウズモバイル KUNAI for Windows® phone」画面イメージ   ■セキュリティポリシー設定管理画面イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「サイボウズモバイル Sync for BlackBerry® 」画面イメージ 

 

 
 

※報道各社様向け画像ページ 

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

 

■「サイボウズモバイル KUNAI for Windows® phone」 

 ◇発売予定時期 2010 年 3 月末までに発売開始 

 ◇発売予定価格 1,500 円/1 ユーザー～ 

 ◇対応環境 ガルーン 2.5.4、Windows Mobile 6.1Pro 以降 

 ◇主な機能 

自動シンク、スケジュール、ワークフロー、社内メール、Eメール、アドレス帳の確認、 

それぞれのアプリケーションの添付ファイル閲覧 

 

■「サイボウズモバイル Sync for BlackBerry® 」 

◇発売予定時期 2010 年 3 月末までに発売開始 

 ◇発売予定価格 「サイボウズ リモートサービス」（※）利用価格に含む 

 ◇対応環境 ガルーン 2.5.4、リモートサービス 2.2.0 

 ◇主な機能 

スケジュール、Eメール、アドレス帳へのシンク、それぞれのアプリケーションの添付ファイル閲覧 

 

※サイボウズ リモートサービス概要  http://products.cybozu.co.jp/remote/ 

「サイボウズ リモートサービス」は社内 LAN でしかアクセスできない当社製品へ、携帯電話やモバイルパソコ

ンからアクセスできるネットワーク環境を提供するサービスです。安全なアクセス環境を構築するための、新し

いセキュリティ機器の設置やファイアウォールの設定変更を行う必要もなく、誰もが簡単に導入、活用いただけ

る ASP 型簡易 VPN サービスです。「サイボウズモバイル Sync for BlackBerry®」ご利用にあたっては、同日リ

リース予定の「サイボウズ リモートサービス」バージョン 2.2.0 のお申込が必要です。 
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■サイボウズモバイルシリーズ構成図 
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※今回リリース予定の製品は「サイボウズモバイル KUNAI」ブランドにおける、「KUNAI for Windows ® phone」、  

「サイボウズモバイル Sync for Blackberry® 」です。今後、他のスマートフォンへの対応も予定しております。 

※今回の対応製品は「サイボウズ ガルーン 2」と「サイボウズ ワークフロー for ガルーン 2」です。今後は「サ 

イボウズ Office 8」への対応も予定しております。 

 

■ソフトバンクモバイル株式会社様からのエンドースメント 

ソフトバンクモバイル株式会社は、「サイボウズ スマートフォン戦略」の発表を心より歓迎いたします。  

弊社では積極的にスマートフォンを展開し法人のお客様にご提供させていただいております。  

ビジネスシーンでのスマートフォン利用者は確実に増加しており、今回、国内シェア No.1 のグループウェアメーカ

ーであるサイボウズ株式会社殿が、スマートフォン戦略を発表したことは、より一層充実したサービスをビジネス

ユーザーへ提供できるものと確信しております。この度の「試 KUNAI キャンペーン」でも、弊社スマートフォンの

ユーザーエクスペリエンスを最大限に体験いただける機会と捉え、貸し出しに全面的に協力させていただいており

ます。  

                ソフトバンクモバイル株式会社 執行役員 法人事業推進本部長 安川新一郎 

 

■ご参考 過去の関連情報 

弊社では、2009 年 12 月に、スマートフォン対応第一弾として、外出先や自宅、携帯電話から社内のサイボウズ製

品へ安全にアクセスできるネットワークサービス「サイボウズ リモートサービス」の iPhone 対応を行いました。 

  ▽ サイボウズ プレスリリースページ (09.12.10)   

http://group.cybozu.jp/news/09121001.html 

  ▽ サイボウズ リモートサービス × iPhone 製品ホームページ 

 http://products.cybozu.co.jp/remote/topics/iphone/ 

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

■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 コーポレート・コミュニケーション：村松・浅野  

〒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) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。また、当社製品には他社の著作物が含まれていることがあり

ます。個別の商標･著作物に関する注記については、こちらをご参照下さい。 

http://cybozu.co.jp/company/copyright/other_companies_trademark.html 


