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グループウェアでビジュアルコミュニケーション環境を提供する

「サイボウズ ガルーン for V-CUBE」遂に販売開始
～月額費用最大 2 ヶ月無料 発売記念キャンペーン実施～
サイボウズ製品のクラウド/SaaS ビジネスと SI ビジネスを手掛けるサイボウズ総合研究所株式会社(本
社：東京都文京区 代表取締役社長：札辻秀樹（ふだつじ ひでき）、以下 サイボウズ総研)と、Web 会議や
ウェビナーをはじめとする「いつでも、どこでも、だれでも」使えるビジュアルコミュニケーションサービスを開発、提供
する株式会社ブイキューブ(本社:東京都目黒区、代表取締役社長 間下直晃(ました なおあき)、以下 ブイキュー
ブ)は、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)が提供する大規模向けグループウェア「サイボウズ ガルーン 3（以下 ガルーン 3）」とブイキ
ューブの Web 会議システム「V-CUBE ミーティング」の連携モジュール「サイボウズ ガルーン for V-CUBE」
の販売を開始します。また販売開始を記念して、最大 2 ヶ月間の無料キャンペーンを本日 2011 年 1 月 28 日
（金）より実施します。
「サイボウズ ガルーン for V-CUBE」は、「ガルーン 3」上で「V-CUBE ミーティング」の予約管理を一元
管理する連携ソリューションです。本モジュールを「ガルーン 3」に設置することにより、従来グループウ
ェアとは別で予約が必要であった Web 会議の 3 要素、「人」「物」「場所」の予約をグループウェア「ガルー
ン 3」上で完結することが可能となります。新規導入・既存利用を問わず、両システムの利用ユーザーであ
れば利用が可能となっております。また、本モジュールは両システムのクラウド間連携にも対応しており、
近年利用企業が増加しているクラウド型グループウェア「サイボウズ ガルーン SaaS」利用中であっても同
様に利用可能です。

【月額費用が最大 2 ヶ月無料「サイボウズ ガルーン for V-CUBE」発売記念キャンペーン】
「サイボウズ ガルーン for V-CUBE」は、「V-CUBE ミーティング」の契約会議室数に応じた月額課金体系
での提供となりますが、このたび発売を記念し、2011 年 3 月末日までに「サイボウズ ガルーン for V-CUBE」
をお申込み※の企業様について、お申込み会議室数に関わらず、ご利用開始月及びその翌月の最大 2 ヶ月間
の月額費用が無料となるキャンペーンを実施いたします。
※2011 年 3 月末日までに申込書が販売元に到達したお申込み分が対象です。

【「ガルーン 3」と「V-CUBE ミーティング」の連携によるメリット】
グループウェアと Web 会議を別システムとして意識することなく、グループウェアから始まる通常業務の
延長として、ビジュアルコミュニケーション環境を提供します。連携の効果は、分散する予約登録の一元化
による操作負荷の低減にとどまりません。
「人」
「物」
「場所」の予約の分散は、予約の登録漏れ、削除漏れ、相互登録のばらつきなど、複数処理ゆ
えの人的ミスを増加させます。このミスにより生じた「会議が行えない」事態は、各リソースの浪費を招く
とともに、本来行われるべき社内の意思決定の妨げになるなど、単なるミスでは済まされません。
さらに本連携では、「V-CUBE ミーティング」の機能である「外部招待」も「ガルーン 3」上に実装いたし
ました。これにより、
「ガルーン 3」登録ユーザー以外の招待者を、
「ガルーン 3」スケジュール機能から Web
会議に招待できます。これまで社外メンバーとの会議で費やしていた移動時間や予定調整コストの削減にも
貢献します。
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「サイボウズ ガルーン for V-CUBE」は、
「V-CUBE ミーティング」
「ガルーン 3」の両機能の相互効果によ
り社内外のコミュニケーションの活性化・効率化をもたらすとともに、予約調整や予約ミスによって生じる
業務遂行上の機会損失を防ぎます。
【製品連携の概要】
製品名
： サイボウズ ガルーン for V-CUBE
販売元
： サイボウズ総合研究所株式会社
株式会社ブイキューブ
販売日
： 2011 年 1 月 28 日
ライセンス ： 「V-CUBE ミーティング」の契約会議室毎の月額課金
SaaS 版とオンプレミス版で提供
※「V-CUBE ミーティング」のライセンスと合わせ、SaaS 版かオンプレミス版かを選択

販売価格

：

SaaS 版
初期費用：無料
月額費用：10,000 円 / 1 会議室
※オンプレミス版の価格についてはお問い合わせください。

【画面イメージ】
「サイボウズ ガルーン 3」上での
「V-CUBE ミーティング」予約登録イメージ

「V-CUBE ミーティング」利用イメージ

「サイボウズ ガルーン for V-CUBE」
管理画面イメージ
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【サイボウズ ガルーンの概要】（http://g.cybozu.co.jp/）
「サイボウズ ガルーン 3」は、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」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ポータル型グループウェアです。 また、自社でシステム運用
コストをかけずビジネス規模に応じた柔軟な従量課金で利用できるクラウド/SaaS 型サービス「サイボウズ
ガルーン SaaS」としてのご利用も可能です。
【V-CUBE の概要】(http://www.nice2meet.us/)
「V-CUBE」は、ブイキューブが自社開発・販売・保守・運営を行うビジュアルコミュニケーションサービ
スです。n 対 n、1 対 n、1 対 1 形態のリアルタイム コミュニケーションと、オンデマンド配信をインターネ
ット（一部携帯電話）上で実現するなど、n 対 n、1 対 n、1 対 1 コミュニケーション形態を網羅し、
「いつで
も、どこでも、だれでも」簡単に利用できることが最大の特長です。
インターネット環境さえあれば、世界中どこにいても利用可能。インストールや難しい設定は不要です。
ホワイトボードや資料ファイルの共有などの多機能と、万全のセキュリティといった高品質を兼ね備えてお
り、24 時間 365 日フルサポートしていますので、安心してご利用いただけます。
-----------------------------------------------------------------------------------------■本サービスに関するお問い合わせ先
□サイボウズ総合研究所株式会社 担当：饗場
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 16 階
TEL:03-6361-2501 / FAX：03-6361-2502 / MAIL: contactus_cri@cybozu-ri.co.jp
□株式会社ブイキューブ 事業開発室 鈴木
〒153-0051 東京都目黒区上目黒 2-1-1 中目黒 GT タワー20F
TEL: 03-5768-3308 / MAIL:vsupport@vcube.co.jp
■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 広報：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
□株式会社ブイキューブ 広報・マーケティング室 松井
〒153-0051 東京都目黒区上目黒 2-1-1 中目黒 GT タワー20F
TEL: 03-5768-3308 / MAIL: release@pj.vcube.co.jp
-----------------------------------------------------------------------------------------■サイボウズ総合研究所及びサイボウズ関連製品に関する詳細な情報は、下記サイボウズ Web サイトを通じて入手でき
ます。
サイボウズ総合研究所株式会社 Web サイト
http://cybozu-ri.co.jp/
サイボウズ株式会社 Web サイト
http://cybozu.co.jp/
■ブイキューブ及び関連製品に関する詳細な情報は、下記ブイキューブ Web サイトを通じて入手できます。
特設サイト
http://www.nice2meet.us/ja/service/meeting/cybozu/
株式会社ブイキューブ Webサイト
http://www.vcube.co.jp/
「V-CUBE」サービス紹介サイト
http://www.nice2meet.us/
「V-CUBE」を使ったソリューション紹介サイト
http://テレビ会議.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。
※サイボウズ関連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
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参考資料
■サイボウズ株式会社
URL
http://cybozu.co.jp/
設立
1997 年 8 月 8 日
資本金
606 百万円（2010 年 1 月末時点）
代表者名 代表取締役社長 青野 慶久（あおの よしひさ）
所在地
東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12F
事業内容 サイボウズは創業以来、Web ベースのグループウェア製品を中心に、企業向けソフト
ウェアを提供してまいりました。
「簡単・便利・安い」を合言葉 に、難しい情報シス
テムを簡単に実現できるような製品開発とサービス提供に取り組み、その結果、主力
製品であるグループウェア「サイボウズ Office」と「サイボウズ ガルーン」は、国
内 29,000 社を超える企業に導入され、毎日のようにご愛用いただけるまでになりま
した。
いつまでも変わらないのは「簡単・便利・安い」の大衆化精神。私たちが創り出した
製品やサービスを、世界中のお客様に便利に使っていただくために、メンバー一丸と
なって取り組んでいきます。
■サイボウズ総合研究所株式会社
URL
http://cybozu-ri.co.jp/
設立
1993 年 1 月 22 日
資本金
6,950 万円 （2010 年 12 月現在）
代表者名 代表取締役社長 札辻 秀樹（ふだつじ ひでき）
所在地
東京都文京区後楽一丁目 4 番 14 号 後楽森ビル 16 階
事業内容 サイボウズ総研はサイボウズ製品に関係する付加価値サービスの提供に取り組んで
おります。サイボウズのグループ会社としてその実績と経験をベースにお客様の情報
系システムの現状調査から、導入コンサルティング、導入支援、運用支援サービスな
どのトータルソリューションサービスを行い、情報の価値を高め、企業の成長のお手
伝いします。なお、従来からのコンサルティング、システム開発、システム構築を行
うシステムインテグレーション事業、CRM/SFA ソフトウェアパッケージ事業に、新た
にサイボウズ製品を中心としたクラウド/SaaS 事業を加え 3 事業を柱に活動しており
ます。
■株式会社ブイキューブ
http://www.vcube.co.jp/
URL
1998 年 10 月
設立
428 百万円 （2010 年 4 月現在）
資本金
代表取締役社長 間下 直晃（ました なおあき）
代表者名
東京都目黒区上目黒 2-1-1 中目黒 GT タワー20F
所在地
事業内容
ブイキューブは、ビジュアルコミュニケーションツールの企画・開発・販売・運用・
保守、企業などへのビジュアルコミュニケーションサービスの提供を行っていま
す。ビジュアルコミュニケーションとは、離れた場所同士で、映像・音声・マルチ
メディアコンテンツを、伝達可能にした情報通信技術です。 当社の推進するビジ
ュアルコミュニケーションサービスは、情報通信技術の応用であり、移動という概
念すら払拭し、離れていながらまるでその場に居るかのようなコミュニケーション
を可能としました。当社はビジュアルコミュニケーションサービスの提供を通じ
て、シームレスなコミュニケーション社会の実現に貢献し、人々の生活・ビジネス
スタイルに変革を与え、より豊かな社会環境の構築を目指しております。
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