本リリースは、サイボウズ株式会社と株式会社AXSEED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。
報道関係者各位
2010 年 4 月 15 日
サイボウズ株式会社
株式会社 AXSEED

本日より、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®」を発売開始
～ キャンペーンやセミナーなど、プロモーション活動が本格スタート ～
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」を、本日 2010 年 4 月 15 日 (木) から発売開始することを発表
いたします。 株式会社AXSEED （アクシード） （本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 新明 善彦 以下
AXSEED）が開発した「SPPM(注 2)」をOEM搭載することにより、更に安全性の高い製品の提供が可能になりました。
また、同日BlackBerry® 用シンクソフト「サイボウズモバイル Sync for BlackBerry®」も発売を開始いたします。
注1）

KUNAI は最新版の「ガルーン 2」のバージョン 2.5.4 に連携いたします。

注 2） 「SPPM」（Smart Phone Policy Manager）は、企業活用されるスマートフォンのセキュリティ面を強化するために
開発された統合管理ソフトウェアで、セキュリティ・ポリシーの徹底管理、カメラやワンセグ等端末搭載機能の制限、
アプリケーションの起動制限、パスワード利用の義務化、緊急時のデータ消去など「包括的セキュリティ機能」を提供
するものです。
「サイボウズモバイル
KUNAI for Windows® phone」画面

「サイボウズモバイル Sync for BlackBerry®」画面

弊社が提供するグループウェアは 3 万社弱の企業様に導入され、300 万人強の方にご利用いただいておりますが、
最近は増加の一途を見せるスマートフォンの普及と共に、スマートフォンからも利用したいという要望が増えています。
そこで、弊社では、この度、ビジネスシーンでの利用用途が高まっているスマートフォン端末に対応した、Windows®
phone 用シンクアプリケーションと BlackBerry® 用シンクソフトを発売することを決定いたしました。当製品により、グ
ループウェアのデータをスマートフォンに同期することが可能となり、社外からもデータを迅速に閲覧・処理すること
ができます。会社のビジネススピードが格段に向上し、大きな成長をもたらします。
弊社では、今回の製品の利便性をより多くの方に知っていただけるよう、キャンペーンやセミナーなど、様々なプロ
モーション活動に注力してまいります。このようなプロモーション活動により、弊社は今年中に「ガルーン 2」の既存ユ
ーザーより 100 社以上の導入を目指します。

■サイボウズモバイル KUNAI 概要
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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、またある時は工具として、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 for Windows® phone」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。
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手の中に」を実現するアプリケーションなのです。

■ホームページ
・下記ホームページからソフトウェアをダウンロードでき、無償でご試用いただけます。
サイボウズモバイル KUNAI for Windows® phone： http://products.cybozu.co.jp/kunai/download/
サイボウズモバイル Sync for BlackBerry®
： http://products.cybozu.co.jp/syncbb/download/
■サイボウズモバイル KUNAI for Windows® phone
□価格 / 初期費用割引キャンペーン
スタートセット（初期費用 30,000 円含む）
通常価格
キャンペーン価格
リモートサービス
利用者様向け
キャンペーン価格
5 ユーザー版
\ 120,000
\ 90,000
\ 48,000
10 ユーザー版
\ 198,000
\ 168,000
\ 99,500
20 ユーザー版
\ 330,000
\ 300,000
\ 195,000
50 ユーザー版
\ 630,000
\ 600,000
\ 480,000
100 ユーザー版
\ 1,110,000
\ 1,080,000
\ 940,000

継続ライセンス

\ 90,000
\ 168,000
\ 300,000
\ 600,000
\ 1,080,000

※2010 年 12 月 31 日までスタートセットより初期費用相当 \30,000 分を割引してご提供いたします。
※「サイボウズ リモートサービス」をご契約中のお客様へは、さらにお得なキャンペーン価格をご用意し
ております。
□動作環境
・対応製品
- サイボウズ ガルーン 2 （バージョン 2.5.4 以上）
- サイボウズ ワークフロー for ガルーン 2 （バージョン 2.5.4 以上）
・スマートフォン端末（OS)
OS
Windows Mobile

バージョン
Windows Mobile 6.1
Professional
Windows Mobile 6.5
Professional

推奨機種
AU: E30HT
Emobile: S21HT
NTT DOCOMO: HT-01A, HT-02A T-01A
SoftBank: X04HT, X05HT, X02T

□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、リモートワイプ、IT ポリシーの適用
□販売方法
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・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。
http://cybozu.co.jp/partner/about/
■サイボウズモバイル Sync for BlackBerry®
□価格
・ 「サイボウズ リモートサービス」（注 3） 利用価格に含む
□動作環境
・対応製品
- サイボウズ ガルーン 2 （バージョン 2.5.4 以上）
・スマートフォン端末（OS)
- NTT DOCOMO：BlackBerry® Bold™
□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、リモートワイプ
注) 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®」のご利用にあたっては、「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。
■キャンペーン
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「dynapocket SoftBank
X02T」を 60 日間、
「docomo PRO series™ T-01A」「docomo PRO series BlackBerry® Bold™」を 30 日間無償で
ご提供いたします。
タイトル
URL
期間
ご提供端末

応募方法

試 KUNAI キャンペーン
http://g.cybozu.co.jp/topics/kunai/
※イメージ動画も同ページにて御紹介しております。
2010 年 2 月 8 日（月）～ 6 月 30 日（水）
dynapocket SoftBank X02T
docomo PRO series T-01A
docomo PRO series BlackBerry® Bold™
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。

■セミナー
ソフトバンクモバイル株式会社、株式会社 NTT ドコモ協力のもと、「サイボウズ ガルーン 2」（バージョン 2.5.4）の
ご紹介を含めた「サイボウズモバイル KUNAI リリース記念 スマートフォン活用セミナー」を実施いたします。セミナー
ご案内ページ＜http://cybozu.co.jp/events/seminar/＞にアクセスいただき、申込フォームよりお申込みください。
□2010 年 4 月 21 日（水）
協力
場所
時間

株式会社 NTT ドコモ
http://cybozu.co.jp/events/seminar/20100421_docomo.html
13：30～15：00（13：00 受付開始）

□2010 年 4 月 23 日（金）
協力
ソフトバンクモバイル株式会社
場所
http://cybozu.co.jp/events/seminar/20100423_softbank.html
時間
13：30～15：00（13：00 受付開始）
■マスコミ各社様向け画像ページ

3

・下記ページから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。
http://cybozu.co.jp/mass_media/kunai/
■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
■その他
□サイボウズ ガルーン 2 概要 (http://g.cybozu.co.jp/)
Web ブラウザー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。中小規模向けグループウェア「サイボウズ Office 8」の使いやすさはそのままに、スケ
ーラビリティ、管理機能、API による拡張性が充実した、1 万人規模の大企業でも快適にご利用いただけるエンター
プライズグループウェアです。
□株式会社 AXSEED（アクシード） 概要
商号
所在地
代表者
設立
資本金
ホームページ
事業内容

株式会社 AXSEED（アクシード）
東京都渋谷区渋谷 2-12-24 東建・長井ビル 3F
代表取締役 新明 善彦
2004 年 3 月 1 日
1,000 万円
http://www.axseed.co.jp/
・ソフト開発 ・サーバシステム開発/構築/管理/運用 ・本人認証/暗号/匿名シス
テム開発 ・ASP サービスソフト/システム開発 ・ASP サービス（PC/携帯） ・各種
情報関連製品/コンテンツ販売

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

■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

4

