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報道関係者各位 

2010 年 5月 31 日 

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 (戸籍名：西端 慶久) 以下サイボ 

ウズ) は、 本日 2010 年 5月 31 日 （月） 、 当社グループウェア製品のスケジュールとの Sync が可能になる iPhone 

専用アプリケーションである「サイボウズモバイル KUNAI Lite for iPhone」を App Store に登録申請したこ 

とを発表いたします。 

サイボウズは、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、その開発・販売を行ってお 

ります。チームワークを発揮するグループウェアの条件として、誰もが使いたい時にアクセスできることが重 

要と考えております。そこで、「グループウェアを使う場所を問わず」いつでも、どこからでも利用できる環 

境を提供すべく、スマートフォン対応を進めてまいりました。 

【 KUNAI ブランドに iPhone を追加】 

国内販売台数が 300～400 万台を超えたとも言われる iPhone。その販売台数の増加と共に、サイボウズ製品専 

用アプリケーションについてご要望をいただくようになりました。そこで、グループウェアへ外部からアクセ 

スできるお客様ならどなたでも利用いただける iPhone 専用スケジュールアプリケーション、「サイボウズモ 

バイル KUNAI Lite for iPhone」を開発いたしました。そして、先日発表したソフトバンクモバイル株式会社 

との業務提携第２弾として、企業の生産性向上を目的としこの「サイボウズモバイル KUNAI Lite for iPhone」 

を提供いたします。 

【KUNAI Lite for iPhone の特長】 

・オフラインで利用が可能 

Safari などブラウザーからのアクセスと違い、同期されたデータは iPhone 内に保存されますのでオフラ 

イン状態でもスケジュールを閲覧できます。 

・スケジュール上での円滑なコミュニケーションの促進 

グループウェアに欠かせない、スケジュール上でのコミュニケーションを促すよう、iPhone 上からも閲 

覧、書き込みが可能です。 

・無償提供 

より多くの方に利用いただき、ご意見を製品に反映できるよう、無償にて提供いたします。 

・高頻度な機能改善 

バージョンアップ通知が容易にできる iPhone の特性を活かし、お客様のご意見を取り入れた機能や UI 

の改善を都度行う予定です。お気づきの点がございましたら、ぜひ Twitter にてご連絡ください。 

サイボウズモバイル KUNAI 公式 Twitter アカウント http://twitter.com/cybozu_kunai 

予告ページ http://products.cybozu.co.jp/office/ver8/topics/0531/ 

■KUNAI Lite for iPhone アプリケーション画面 

サイボウズ、初の公式 iPhone アプリを Apple App Store に申請 

グループウェアのスケジュールに Sync する専用アプリを無償提供

http://products.cybozu.co.jp/office/ver8/topics/0531/
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画像ページ http://cybozu.co.jp/mass_media/kunai/ 

■「サイボウズモバイル KUNAI Lite for iPhone」概要 

グループウェアのスケジュールデータをネットワーク経由でシンクします。 

現状、 外部からアクセスできている場合は、 このアプリをインストールし、「サイボウズ Office 8」 または、 

「サイボウズ ガルーン 2」を最新バージョンにすることで、すぐにご利用いただけます。 

◇価格 無償 

◇対応製品 「サイボウズ Office 8」バージョン 8.1.0 以降 

「サイボウズ ガルーン 2」バージョン 2.5.4 以降 

◇主な機能 スケジュール閲覧・登録・削除、フォローの閲覧、追加、削除 など 

外部からのアクセスができていない場合は、簡単でセキュリティも万全の 「サイボウズ リモートサービス」 

の利用をおすすめします。リモートサービスを利用すれば、サーバーをインターネット上に公開する必要がな 

く、安全に外部からアクセスすることができます。 

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 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。 

端末管理機能が充実したエグゼクティブ向け 

第一弾としてリリースした以下の製品は、端末管理、リモートワイプやセキュアな接続環境など、大企業や 

セキュリティポリシーの厳格な企業でも利用できるアプリケーション群として提供しております。 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を緩めることがありません。 

・ サイボウズモバイル KUNAI for Windows(R) phone 

・ サイボウズモバイル KUNAI Lite for BlackBerry(R) 

手軽に外からスケジュールを見たいお客様向け 

そして今回リリースするのが、スケジュールデータを手軽に iPhone で操作できるアプリケーションです。 

グループウェアへ外部からアクセスできるお客様ならどなたでもご利用いただけます。 

・ サイボウズモバイル KUNAI Lite for iPhone 

名称 対応製品 備考 

サイボウズモバイル KUNAI for 

Windows(R) Phone 

サイボウズ Office 8 

サイボウズ ガルーン 2 

5 ユーザー初年度 120000 円～ 

（2010 年 12月末まで 90000 円～） 

サイボウズモバイル KUNAI Lite 

for BlackBerry(R) 

サイボウズ Office 8 

サイボウズ ガルーン 2 

「サイボウズ リモートサービス」をご 

契約中のお客様へ無償で提供 

サイボウズモバイル KUNAI Lite 

for iPhone 

サイボウズ Office 8 

サイボウズ ガルーン 2 

「サイボウズ リモートサービス」、そ 

の他のVPNなど外部からアクセスできる 

環境が必要です 

「サイボウズモバイル KUNAI Lite for BlackBerry」は、リリース当初「サイボウズモバイル Sync for 

BlackBerry」としておりましたが、今回の iPhone 専用アプリケーションのリリースによりモバイルブランド 

を統一するため名称を変更いたしました。なお、リリースは iPhone 向けアプリケーションと同日程を予定し 

ております。
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■サイボウズモバイル KUNAI シリーズ構成図 

■ご参考 直近のサイボウズのモバイル関連情報 

▽2009 年 12月 10 日 

「リモートサービス」を iPhone 対応 

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

▽2010 年 2月 8 日 

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 

http://group.cybozu.jp/news/10041501.html 

▽2010 年 4月 15 日 

「サイボウズモバイル KUNAI for Windows® phone」for ガルーン 2 リリース 

http://group.cybozu.jp/news/10041501.html 

▽2010 年 4月 22 日 

ソフトバンクモバイルが中小企業の生産性向上を目指した業務提携を実施 

http://group.cybozu.jp/news/10042201.html 

▽2010 年 5月 25 日 

「サイボウズ Office 8」 のスマートフォン利用がさらに進化（KUNAI対応） 

http://group.cybozu.jp/news/10052501.html 

なお、本日リュウド株式会社より、サイボウズ Office と同期できる iアプリ「エアスケジュール for サイ 

ボウズ Office」もリリースいたします。ご利用中の NTT ドコモの携帯電話にインストールすることで、サイ 

ボウズ Office に書き込まれている自分のスケジュール／ToDoデータと簡単に同期取れるようになります。 

▼2010 年 5月 31 日【リュウド株式会社】プレスリリース 

「サイボウズ Office 8」と繋がる i アプリ「エアスケジュール for サイボウズ Office」 をリリース 

http://www.reudo.co.jp/release/20100531/20100531.html 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

■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) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

※iPhone は Apple Inc.の商標です。 

※iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています 

※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


