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サイボウズ株式会社 

BlackBerry®スマートフォンとサイボウズのグループウェアが本格連携 

BlackBerry スマートフォン向けアプリケーション「サイボウズモバイル KUNAI for BlackBerry®」新登場 

～ リサーチ・イン・モーション・ジャパン株式会社主催セミナーに出展 ～ 
 

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 以下サイボウズ)は、当社グループウェ

ア製品とシンクする BlackBerry スマートフォン専用アプリケーション「サイボウズモバイル KUNAI for BlackBerry®」を、

本日 2011 年 5 月 23 日 (月) から発売開始することを発表いたします。  
 

また、リサーチ・イン・モーション・ジャパン株式会社様主催の「スマートフォン ソリューション セミナー 2011」にて

「サイボウズモバイル KUNAI for BlackBerry®」を紹介するセミナーを実施することをお知らせいたします。 

 

【メールを快適に操る BlackBerry スマートフォンが KUNAI でさらに進化】 

「KUNAI for BlackBerry®」は、グループウェアのデータをネットワーク経由でシンクする、BlackBerry スマートフォン専

用アプリケーションです。主にスケジュール機能を提供していた「KUNAI Lite for BlackBerry® 」が、メッセージやワー

クフローに対応した「KUNAI for BlackBerry®」にバージョンアップ。E メールに強い BlackBerry スマートフォンがサイボ

ウズのグループウェアとの連携を深め、さらなる業務の効率化を実現するビジネスモバイル端末に進化します。 

・ メッセージ機能：案件やプロジェクト毎にスレッドを立てて情報を整理して議論したり、ファイル共有する事ができ

ます 

・ ワークフロー機能：今まで社外での対応が難しかった申請や承認業務も「サイボウズモバイル KUNAI」があれ

ば手軽に処理できます。外出続きで承認が遅れ、部下にストレスを与えることやチームの業務スピードを緩める

ことがありません。 
様々な人からバラバラに送られてくる情報がグループウェアと連携することで整理され、多忙なビジネスマンの「判

断」「決断」「解決」のスピードアップを実現します。 

 

「サイボウズモバイル KUNAI for BlackBerry®」

スケジュール画面 

 

メッセージ、ワークフロー画面 

 

 
 

 
 

スケジュール画像 URL: http://group.cybozu.jp/news/images/img_110523_1.html 

メッセージ・ワークフロー画像 URL: http://group.cybozu.jp/news/images/img_110523_2.html 

 

【グローバルでの活躍を支援する多言語対応】 
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「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、日・中

（簡体字）・英の3ヶ国語に対応いたしました。さらに、他人・施設を含めた予定調整、ワークフロー決裁もシンクアプリ

ケーションならではの簡便な操作で実現します。 

 

また、スマートフォンには必須のリモートワイプ機能を標準搭載しているので、遠隔地から端末内に蓄積されている

データを消去することができ、端末紛失時の情報漏洩を防ぐ事ができるセキュアな製品です。 

 

□年間ライセンス価格 / 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 

継続ライセンス 

5 ユーザー版 \ 120,000 \ 90,000 \ 48,000 \ 90,000

10 ユーザー版 \ 198,000 \ 168,000 \ 99,500 \ 168,000

20 ユーザー版 \ 330,000 \ 300,000 \ 195,000 \ 300,000

50 ユーザー版 \ 630,000 \ 600,000 \ 480,000 \ 600,000

100 ユーザー版 \ 1,110,000 \ 1,080,000 \ 940,000 \ 1,080,000

※表示価格に消費税は含みません。 

※2011 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しております。 

※「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。 

※本ライセンスは、「サイボウズモバイル KUNAI」の共通ユーザーライセンスです。 

例えば 5 ユーザー版で、Windows® phone 利用者 2 名、BlackBerry スマートフォン利用者 3 名という利用方法が

可能です。 

 

□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 ガルーン 3 （バージョン 3.0.0 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） 

- サイボウズ Office 8（バージョン 8.1.0 以上） 

・スマートフォン端末（OS) 
 

OS 対応機種 

BlackBerry OS 

 

 
BlackBerry® Curve™ 9300 

BlackBerry® Bold™ 9700 
 

 

※BlackBerry® Bold™ 9780 対応予定 

 

□主な機能 

スケジュール、ワークフロー、メッセージ（社内メール）、E メール、アドレス帳の確認、自動シンク、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 

 

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

 

□お問い合わせ・ご要望 

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 

 

■セミナー 
 

リサーチ・イン・モーション・ジャパン株式会社様主催の「スマートフォン ソリューション セミナー 2011」にてサイボ

ウズのグループウェアを BlackBerry スマートフォンでセキュアに使いこなすテレワーク事例や、製品機能を紹介いた

します。セミナーご案内ページよりお申込みください。 

 スマートフォン ソリューション セミナー 2011 
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http://cybozu.co.jp/events/seminar/smartseminar/index.html

 

【東京】 2011 年 6 月 23 日（木）  14:00～17:40（受付開始 13:30） 

東京ミッドタウン・カンファレンス Room7 

【福岡】 2011 年 7 月 7 日（木） 13:45～17:10（受付開始 13:30） 

アクロス福岡 608 会議室 

【札幌】 2011 年 7 月 21 日（木） 13:45～17:10（受付開始 13:30） 

      アスティ 45 ACU（アキュ） 小研修室 1212 

※他の日程については、出展が決まり次第セミナーページを更新いたします。 

 

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「サイボウズモバイル KUNAI for Windows® phone」を発売開始し、その後、スケジュールシンクがで

きる「KUNAI Lite」として、BlackBerry スマートフォン版、iPhone 版、Android(TM)版をリリースし、国内の主要スマート

フォンに対応いたしました。 

今後は、今回の BlackBerry®版と同様に、iPhone、Android(TM)についても、スケジュール中心の「KUNAI Lite」を

「KUNAI」へと進化させてまいります。 

 

 

■リサーチ・イン・モーション・ジャパン株式会社様からのエンドースメント 

 

リサーチ・イン・モーション・ジャパン株式会社は、「サイボウズモバイル KUNAI for BlackBerry®」の発表を心より歓

迎いたします。  

弊社は世界で支持されている「BlackBerry®スマートフォン」を日本市場のお客様にもご提供させていただいておりま
す。今回、国内シェア No.1 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が本格的に BlackBerry スマート
フォン対応したことにより、ビジネスシーンにおけるスマートフォンの利用がより高まり、「サイボウズモバイル KUNAI
 for BlackBerry®」と「BlackBerry スマートフォン」の相乗効果が発揮されると確信しております。 

 

 リサーチ・イン・モーション・ジャパン株式会社 
ビジネスプランニング＆オペレーション本部  

本部長 王子田敬一 
 

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

■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：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 

http://cybozu.co.jp/events/seminar/smartseminar/index.html

