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報道関係者各位 

2010 年 6月 17 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、当社グループウェア製品のスケジュールと Sync が可能な iPhone 専用アプリケーション「サイボウ 

ズモバイル KUNAI Lite for iPhone」が、Apple 社に承認され App Store からダウンロード可能になったこと 

を発表いたします。 

【サイボウズモバイル KUNAI Lite for iPhone 概要】 

「KUNAI Lite for iPhone」は、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する、 

iPhone 専用アプリケーションです。iPhone ならではの快適な操作性で、ストレスなくスケジュールの閲覧が 

可能です。 

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。また、スケジュール上でのコミュニケーションを促すよう、iPhone 

上からもフォローの閲覧、書き込みが可能です。 

◇製品ホームページ ：http://products.cybozu.co.jp/kunai/iphone/lite/ 
◇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 

◇動作環境 ：対応機種（iPhone 3G / iPhone 3GS / iPod touch※) 

※iPod touch は、インストール、アンインストールのみ検証をしています。 

：対応 OS iPhone OS 3.1.3 以降 

「KUNAI Lite for iPhone」で社外からアクセスするには、外部接続環境が必要です。 

◇ダウンロード方法 

App Store からダウンロードいただけます。 

詳細は iTunes Store にアクセスしてください： http://itunes.apple.com/jp/app/kunai-lite/id375929778 

◇バージョンアップ 

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、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 

【ソフトバンクモバイル株式会社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、「サイボウズモバイル KUNAI Lite for iPhone」の提供が開始されたこと 

を心より歓迎いたします。サイボウズ株式会社とは、本年 4 月より中小企業の生産性向上を目指した業務提携 

を行っておりますが、「かんたん SaaS」の iPhone 対応に加え、今回の「サイボウズモバイル KUNAI Lite for 

iPhone」の提供開始により、より一層充実したサービスをビジネスユーザーにご提案できると確信しておりま 

す。 

今後もサイボウズとの連携を強化し、 両社のお互いの強みを活かして中小企業の生産性向上に寄与する努力を 

してまいります。 

ソフトバンクモバイル株式会社 

執行役員 プロダクト・マーケティング本部 副本部長 安川新一郎 

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

■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 

iPhone 専用アプリ「サイボウズモバイル KUNAI Lite for iPhone」App Store より無料ダウンロード開始 

リリースを記念してセミナーとリモートサービス割引キャンペーンを実施
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今回のリリースを記念して、「サイボウズモバイル KUNAI Lite for iPhone」の実機をタッチ＆トライして 

いただけるセミナーと、セキュアで安心なモバイルアクセスを実現する「サイボウズ リモートサービス」お 

よび「サイボウズ Office 8 モバイルセット」を特別価格でご提供するキャンペーンを実施いたします。 

【 リリース記念セミナー】 

「KUNAI Lite for iPhone」のご紹介を含めた「サイボウズモバイル KUNAI Lite for iPhone リリース記念 

セミナー」を実施いたします。 

デモブースでは、iPhone の実機で「KUNAI Lite」をお試しいただけます。 

【リリース記念キャンペーン】 

■「サイボウズ リモートサービス」半額キャンペーン 

「KUNAI Lite for iPhone」で社外からアクセスする際、簡単にセキュアで安全なアクセスを実現する「サ 

イボウズ リモートサービス」。 この「サイボウズ リモートサービス」スタートセットを半額にて提供する「リ 

モートがよ KUNAI？キャンペーン」を開始いたします。 

◇タイトル ：リモートがよ KUNAI？キャンペーン 

◇URL ：http://products.cybozu.co.jp/remote/topics/kunai/ 

◇期間 ：2010 年 11月 30 日まで 

◇キャンペーン特価（税抜） 

スタートセット通常価格 スタートセットキャンペーン価格 

スタンダード プレミアム スタンダード プレミアム 

10 ユーザー版 \108,000 \158,000 \54,000 \79,000 

20 ユーザー版 \168,000 \228,000 \84,000 \114,000 

50 ユーザー版 \228,000 \298,000 \114,000 \149,000 

100 ユーザー版 \328,000 \408,000 \164,000 \204,000 

いずれの金額も初期費用 30,000 円含みます。 

101 ユーザー以上の価格はこちらをご覧ください。http://products.cybozu.co.jp/remote/price/#list01 

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

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。 

開催日時 2010 年 6 月 28 日（月）15：00～（14：30 受付開始） 

開催場所 テレコムセンター タイム 24ビル 

http://www.tokyo-bigsight.co.jp/time/access/index.html 

お申込・詳細 http://cybozu.co.jp/events/seminar/20100628.html 

共催 ソフトバンクテレコム株式会社、フィードパス株式会社 

別紙

http://products.cybozu.co.jp/remote/price/
http://www.tokyo-bigsight.co.jp/time/access/index.html
http://cybozu.co.jp/events/seminar/20100628.html
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■「サイボウズ Office 8 モバイルセット」4 万円引きキャンペーン 

現在、サイボウズ製品を利用されていないお客様向けには、「サイボウズ Office 8 基本セット」と「サイ 

ボウズ リモートサービス」10 ユーザー版をお得に購入できる「サイボウズ Office 8 モバイルセット」をご 

用意しております。 

「KUNAI Lite for iPhone」をより多くのお客様にご利用いただけるよう、本日より「サイボウズ Office 8 

モバイルセット」を 4 万円引きで提供するキャンペーンを開始いたします。 

◇URL ：http://products.cybozu.co.jp/office/ver8/topics/iphone0617/ 

◇期間 ：2010 年 11月 30 日まで 

◇キャンペーン特価（税抜） 

モバイルセット通常価格 モバイルセットキャンペーン価格 

10 ユーザー版 ¥168,000 ¥128,000 

20 ユーザー版 ¥228,000 ¥188,000 

50 ユーザー版 ¥288,000 ¥248,000 

100 ユーザー版 ¥460,000 ¥420,000 

200 ユーザー版 ¥820,000 ¥780,000 

無制限版 ¥1,460,000 ¥1,420,000 

※モバイルセットには「サイボウズ リモートサービス」スタンダード 10 ユーザー版が含まれています。 

【KUNAI ソリューション紹介サイト開設】 
「KUNAI Lite for iPhone」をはじめとする、サイボウズモバイルソリューションを総合してご提案するサイトを開設いたしま 

した。製品情報をはじめ、ロードマップなどをご覧いただけます。 

http://mobile.cybozu.co.jp/


