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[報道資料]  

サイボウズと日本マイクロソフトの協業の成果として、 

サイボウズが新製品を6月27日（月）より日米同時提供開始 

～Microsoft® SharePoint® Server 2010 の機能を拡張するサイボウズのグループウェア製品を日米で販売～ 

 

サイボウズ株式会社(代表取締役社長：青野 慶久、本社：東京都文京区、以下、サイボウズ)は、日本マイク
ロソフト株式会社(代表執行役社長：樋口 泰行、本社：東京都港区、以下、日本マイクロソフト)の技術支援の
下、Microsoft® SharePoint® Server 2010をベースとした次世代グループウェア「Cybozu SP Apps 2010」シリ
ーズを開発し、2011年6月27日 (月) より日本国内と北米で同時に提供開始することを発表します。 

サイボウズと日本マイクロソフトでは、2009年9月にグループウェア製品の開発・提供における業務提携を発
表していますが、今回の「Cybozu SP Apps 2010」の提供により、サイボウズのグループウェア製品で特に多
くのお客様が利用されている機能を SharePoint Server 2010 上でも利用できるようになります。またサイボ
ウズは、日本マイクロソフトおよびマイクロソフト コーポレーション（Microsoft Corporation、本社：米国ワ
シントン州レドモンド、CEO：スティーブ バルマー）による支援の下、北米を皮切りとして海外市場に本格的
に参入することになります。両社は、コラボレーション市場における、大規模から中規模の企業でのシェア拡
大を目指して、共同で製品プロモーションや販売活動を実施し、2012年1月末までに国内55社、北米40社以上へ
の導入を目標としています。 

◇ 

［「Cybozu SP Apps 2010」シリーズの概要 ］  

「Cybozu SP Apps 2010」シリーズは、Microsoft SharePoint Server 2010 上でコラボレーションを支援す

るアプリケーションです。使いやすさを特徴とするサイボウズのグループウェアでも特によく使われている、

スケジュールとディスカッションの機能を、「Cybozu SP スケジューラー」と「Cybozu SP ディスカッショ

ン」として提供します。日本語・英語の言語切り替えやタイムゾーンにも対応しており、グローバルなビジネ

スシーンで利用できます。 

 

 

 

 

◇「Cybozu SP スケジューラー」の特徴 

「Cybozu SP スケジューラー」画面 「Cybozu SP ディスカッション」画面 



◇「Cybozu SPスケジューラー」の特長 

グループスケジューラービュー、空き時間検索に特化したビュー、Microsoft Outlook®に慣れた方用のビュ
ーを搭載しました。直観的な操作でメンバーや施設のスケジュール管理ができます。また、予定ごとにコメン
トを書き込めるため、グループ内でのきめ細かな情報共有が可能となります。 

◇「Cybozu SP ディスカッション」の特長 

エンドユーザーが簡単に、トピック毎に公開・非公開を選択して、SharePoint 上の掲示板で議論できる場を

作成できます。重要な情報が個々人のメールボックスに埋もれることなく、チーム内の情報資産として効率的

に共有できます。 

◇価格 

 SP スケジューラー  SP ディスカッション 

1 台目のweb サーバー  ￥498,000 1 台目のweb サーバー  ￥498,000 製品ライセンス 

(必須)  
2 台目以降 の web サーバー ￥198,000 2 台目以降 の web サーバー ￥198,000 

バージョンアップ 

ライセンス  
￥99,600 / web サーバー ￥99,600 / web サーバー 

サポートライセンス  ￥99,600 / 年 ￥99,600 / 年 

製品の機能や価格等の詳細は下記Webサイトを参照ください。  
http://spapps.cybozu.com/jp/ 

 
[今後の協業の展開について]  
 サイボウズと日本マイクロソフトでは、よりお客様のニーズに対応した製品を開発・提供することで企業の
生産性向上に貢献するために、以下の活動に注力していきます。 

 

■製品開発 

サイボウズと日本マイクロソフトでは、今回の「Cybozu SP Apps 2010」シリーズを、さらに多くのお客様に
幅広いビジネスシーンで活用いただけるよう、他のマイクロソフト製品との連携を強化しながら機能の拡充を
図っていきます。 

 

《「Cybozu SP List kit（仮称）」の提供（2011年9月予定）》 

SharePoint Server 2010 の標準のリスト機能をさらに使いやすくするツール群を2011年9月に発売する    
予定です。 

《「Cybozu SP List Kit (仮称)」 の SharePoint Online への対応（2011年9月予定）》 

「Cybozu SP List kit（仮称）」は、SharePoint Server だけでなく、クラウドサービス版の SharePoint Online 
にも2011年9月より対応する予定です。また、クラウドサービス版の「Cybozu SP List Kit(仮称)」の提供開始
以降、東日本大震災の被災地の企業には、「Cybozu SP List Kit(仮称)」を90日間無償提供します。 



《Exchange Server および Outlook との連携（2011年末予定）》 

「Cybozu SP スケジューラー」と「Cybozu SP ディスカッション」が、Microsoft Exchange Server および 
Microsoft Outlook と連携できるよう、2011年末までに機能を拡張します。 

《スマートフォン専用アプリ「SP List Mobile KUNAI」の提供（2012年上半期）》 

iPhone、Android、Windows Phone などのスマートフォンから専用アプリケーションならではの操作性で
「Cybozu SP Apps 2010」を利用可能とする「SP List Mobile KUNAI」を2012年上半期に提供する予定です。 

 

■国内での共同プロモーションの実施 

◇「2年間バージョンアップ保証キャンペーン」 

「Cybozu SP Apps 2010」の発売を記念して、期間中にキャンペーンに登録されたお客様に対して、「Cybozu 
SP Apps 2010」の 2年間のバージョンアップを保証させていただくキャンペーンを実施します。 
◇期間    2011年6月27日（月）～9月30日（金）  
◇内容    購入日より２年の間に「Cybozu SP Apps 2010」がバージョンアップされた場合、最新版を利用いた
だくことができます。  
※2011年9月30日（金）までに製品を購入され、キャンペーンに登録いただいたお客様が対象となります。 

詳細は下記Webサイトを参照ください。 

[キャンペーンサイトURL]  
http://spapps.cybozu.com/jp/campaign/2y_vup/?cy=pr 

 

◇ 全国セミナーの開催 

「Cybozu SP Apps 2010」シリーズの特長をお客様に理解いただくために、サイボウズと日本マイクロソフ
トは、2011年7月～12月に日本マイクロソフトの品川本社および全国7か所の支店において、共同セミナーを開
催します。 

 

■北米での共同プロモーションの実施 

サイボウズは、「Cybozu SP Apps 2010」シリーズの北米での提供に向けて、2011年4月6日(水)にサポートと
営業の拠点として米国法人「サイボウズ コーポレーション (本社：カリフォルニア州アーバイン、CEO：山田 
理)」を設立しました。サイボウズ コーポレーションを拠点に、日本マイクロソフトおよびマイクロソフト コ
ーポレーションと共に、北米でのプロモーション活動を推進していきます。 

                    ◇  

サイボウズ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。  
サイボウズ株式会社 Webサイト    http://cybozu.co.jp/ 

   サイボウズ・コーポレーション「SP Apps 2010」 Webサイト   http://spapps.cybozu.com/us/index.html 

 
 



マイクロソフトに関する詳細な情報は、下記マイクロソフトWebサイトを通じて入手できます。  
日本マイクロソフト株式会社 Webサイト    http://www.microsoft.com/japan/  
マイクロソフトコーポレーション Webサイト    http://www.microsoft.com/  

◇ 
この件に関するお問い合わせ 

  

 
サイボウズ株式会社 

■ 一般の方は 
サイボウズ インフォメーションセンター E-mail：contactus@cybozu.co.jp 

■ 報道関係の方は 
社長室 コーポレート・コミュニケーション：渡辺 
Phone： 03-6316-1160（部門代表） Fax： 03-5805-9036 E-mail：pr@cybozu.co.jp 
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル12階 

 
日本マイクロソフト株式会社 

■ 一般の方は（記事として掲載される場合もこちらでお願いいたします） 
マイクロソフト カスタマーインフォメーションセンター Phone：0120-41-6755 

■ 報道関係の方は 
社長室 コーポレートコミュニケーション部 金澤  
Phone：03-4535-8055（部門代表） Fax：03-3472-7853 E-mail：mskkpr@microsoft.com 
〒108-0075  東京都港区港南2-16-3 品川グランドセントラルタワー 

 

* Microsoft、SharePoint、Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

* その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 


