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サイボウズ株式会社 

Android™ 専用アプリ「サイボウズモバイル KUNAI Lite for Android」無料ダウンロード開始 

抽選で 20 社の方に、au スマートフォン「IS03」でお試しできるキャンペーン実施 

 

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、当社グループウェア製品のスケジュールとシンクする Android 専用アプリケーション「サイボウズ

モバイル KUNAI Lite for Android」を本日 2011 年 1 月 17 日（月）から、無償で提供いたします。 
 

【マルチキャリア・マルチプラットフォーム対応】 

 

サイボウズでは、KUNAI 開発のコンセプトとして、マルチキャリア・マルチプラットフォームを掲げて参りま

した。 

2010年4月にスマートフォン用アプリケーション「サイボウズモバイル KUNAI」を発売開始し、同日にWindows® 

phone や BlackBerry®とシンクするソフトをリリース。その後、6月には iPhone 用のアプリケーション「サイ

ボウズモバイル KUNAI Lite for iPhone」をリリースいたしました。 

「サイボウズモバイル KUNAI Lite for iPhone」に於いては、6 月のリリース以降 30,000 ダウンロードを突

破するなど、スマートフォン市場の広まりとともに、順調に利用者が拡大しております。 

 

そしてこの度、4 つ目のプラットフォームとなるAndroid端末向け専用アプリ「KUNAI Lite for Android」を

リリースすることになりました。 

 

今後も、できるだけ多くのサイボウズ製品利用者に新しい利用シーンをご提供できるよう、Windows Phone 7 用

アプリケーションの開発も進めていく予定です。 

 

 

【スマートフォンのビジネス利用検証のチャンスに】 

 

スマートフォン利用者の拡大と、外部アクセスとの親和性が高いクラウド/SaaS の普及に伴い、スマートフォ

ンのビジネス利用が検討されるようになりました。 

今回、「KUNAI Lite for Android」のダウンロード開始を記念して、抽選で 20 社のお客様に au スマートフォ

ン「IS03」で「KUNAI Lite for Android」をお試しいただけるキャンペーンを実施します。 

「KUNAI Lite for Android」だけでなく、Android 端末のビジネス利用を検証いただくチャンスです。 

 

 

■キャンペーン概要 

 

◇タイトル  ：「試 KUNAI」キャンペーン 

◇URL    ：http://mobile.cybozu.co.jp/topics/tamesuandroid/ 

◇対象者   ：サイボウズ製品をご利用のお客様

◇受付期間  ：2011 年 1 月 17 日～2011 年 1 月 31 日 

◇ご提供端末 ：IS03 

◇ご提供期間 ：14 日間 ※1社あたり最大 2台まで 

◇応募方法  ：上記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。 
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■マルチプラットフォーム記念キャンペーン概要 

 

「KUNAI Lite for Android」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「マ

ルチプラットフォーム記念キャンペーン」を実施しております。 

 

◇タイトル  ： マルチプラットフォーム記念キャンペーン 

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

◇期間    ：2010 年 12 月 1 日～2011 年 3 月 31 日 

◇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
スタンダード：「サイボウズ リモートサービス」に対応しているいずれかの 1 製品にパソコンおよび携

帯電話からアクセスできます。 

プレミアム ：「サイボウズ リモートサービス」に対応している全ての製品にパソコンおよび携帯電話か

らアクセスできます。 

 

 

■サイボウズモバイル KUNAI Lite for Android 概要 

 

「KUNAI Lite for Android」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、

Android 専用アプリケーションです。「サイボウズ ガルーン 3」の国際化に合わせて、海外拠点のサイボウ

ズ利用者にも使っていただけるよう、Android 端末版を開発しました。 

日中（簡体字）英の 3ヶ国語対応に加え、他人・施設を含めた予定調整が専用アプリケーションならではの

快適操作で実現します。 

 

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

◇価格   ：無料 

◇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 

    ：「サイボウズ ガルーン 3」 

   ：「Cybozu Benko System」 

◇動作環境  ：Android OS 2.1 以上 

  

◇ダウンロード方法 

Android マーケットからダウンロードいただけます。 

詳細は KUNAI Lite for Android ダウンロードページにアクセスしてください：  

http://products.cybozu.co.jp/kunai/android/lite/download.html

 

 ◇Twitter 

サイボウズモバイル KUNAI の公式 Twitter アカウントを運営しております。 

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 

http://products.cybozu.co.jp/remote/price/#list01
http://products.cybozu.co.jp/kunai/android/lite/download.html
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【KDDI 株式会社様からのエンドースメント】 

KDDI株式会社は、「サイボウズモバイル KUNAI Lite for AndroidTM」のリリースを心より歓迎いたします。 

弊社では、KDDI ビジネスコールダイレクトや各種セキュリティサービスなど法人向けサービスに対応したス

マートフォンを順次展開しております。ビジネスシーンでのスマートフォンに対するニーズは確実に高まって

おり、今回、国内シェアトップレベル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のキャンペーン

にも協力させていただき、ビジネスにおけるスマートフォンの活用を推進していきます。 

 

 

KDDI 株式会社 

ソリューション事業本部 

ソリューション商品企画本部 

本部長 小林 昌宏 

 
 

 

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

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

※「Android」は、Google Inc の商標または登録商標です。 

※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 

 

 


