報道関係者各位

2012 年５⽉ 31 ⽇
東⽇本システム建設株式会社
サイボウズ株式会社

クラウドの⼿軽さと、カスタマイズ性が融合
「Cybozu SP スケジューラー」搭載の SharePoint クラウド サービスを提供開始

サイボウズ株式会社 (社⻑：⻘野 慶久 本社：東京都⽂京区 以下、サイボウズ)と、東⽇本システム建設株式会社
(社⻑：三浦 秀利 本社：⻑野県⻑野市 以下、TOSYS)は、予定共有や施設予約、プロジェクト進捗管理に使えるコ
ラボレーションツール「Cybozu SP スケジューラー」をアドオンした Microsoft® SharePoint® Server（以下、
SharePoint）の クラウド サービス「SharePoint × Cybozu SP スケジューラー クラウド サービス」を 2012 年
５⽉ 31 ⽇（⽊）より TOSYS のサービスブランド「Livestyle」より提供開始します。本サービスは、オンプレミス
版の SharePoint と同等のカスタマイズが可能です。クラウドの⼿軽さと、カスタマイズ性を併せ持つ新たな
「Livestyle」での SharePoint クラウド サービスとなります。

■背景
クラウドの普及に伴い、Office 365 の SharePoint Online を利⽤するユーザー企業が増えています。SharePoint
を更に業務に活⽤していくツールとして、また、⽇本企業特有のニーズを満たすため、クラウド型の SharePoint
に「Cybozu SP スケジューラー」などのアドオン製品をインストールしたい強い要望がありました。そうした背景
より、サイボウズと TOSYS は、SharePoint をより業務に適合させクラウド環境で利⽤したいというユーザー企業
のニーズに対応できるサービスを検討してきました。

■サービスの特徴
TOSYS が、サイボウズよりライセンスと技術供給を受け、
「Cybozu SP スケジューラー」を SharePoint にアドオ
ンしたクラウド サービスとしてお客様へ提供します。安全性の⾼い国内のデータセンターにて運⽤する⾼度なセキ
ュリティに守られたサービスです。「Cybozu SP スケジューラー」は、
「Livestyle」上で提供される Microsoft®

Exchange Server（以下、Exchange）の予定表データともシームレスに連携します。なお、サービスのご契約窓⼝
は、TOSYS となります。

◇「SharePoint × Cybozu SP スケジューラー クラウド サービス」構成図
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◇「Cybozu SP スケジューラー」画⾯

■ご利⽤対象ユーザー
・SharePoint をクラウド環境で利⽤したい
・オンプレミス版の SharePoint と同等のカスタマイズを⾏いたい
・SharePoint に「Cybozu SP スケジューラー」をアドオンして利⽤したい
・
「Cybozu SP スケジューラー」を Exchange の予定表データと連携して利⽤したい

■サービスの概要
サービス名

： 「SharePoint × Cybozu SP スケジューラー クラウド サービス」

サービス開始⽇： 2012 年 5 ⽉ 31 ⽇
料⾦

： 初期 100,000 円

⽉額 118,000 円 〜 (税別)

URL

： http://www.live-style.jp

■⽇本マイクロソフト株式会社様からのコメント
⽇本マイクロソフトは、東⽇本システム建設株式会社様とサイボウズ株式会社様とのクラウド上での SharePoint
を活⽤したリューション連携の開始を⼼より歓迎いたします。今回の連携ソリューションを通じて SharePoint がよ
り広範囲なお客様での活⽤が加速するものと期待しています。今後も⽇本マイクロソフトは両社様との連携を密に
し、お客様のビジネスの⽣産性向上に貢献してまいります。
⽇本マイクロソフト株式会社 業務執⾏役員 Office ビジネス本部 本部⻑

ロアン・カン

■サイボウズとは
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やクラウドでのコラボレーション サービスを
提供している企業です。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 Garoon」は、国内
30,000 社を超える企業に導⼊されています。マイクロソフト社との業務提携により SharePoint アドオン ツール
「Cybozu SP Apps 2010」を開発・販売しており、2011 年は、
「マイクロソフト パートナー オブ ザイヤー2011」
を ISV/ソフトウェア コンピテンシー部⾨で受賞しています。
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■TOSYS とは
Exchange/SharePoint に特化したサービス プロバイダーです。2006 年からクラウド サービス「Livestyle」とし
て、マルチテナント型とプライベート型のサービスを提供し、国内 150 社を超える企業に導⼊されています。2010
年には、
「マイクロソフト パートナー オブ ザイヤー2010」を Hosting(ホスティング)コンピテンシー部⾨で受賞
しています。

■Microsoft® SharePoint® Server とは
マイクロソフトが提供するグループウェアの枠を超えた Web ベースのビジネス コラボレーション プラットフォ
ームです。企業内外における公式／⾮公式のビジネス コミュニティを通じて⼈と⼈をつなぎ、情報ライフサイクル
全般を通じてコンテンツを効果的に管理することができます。
製品 Web サイト http://sharepoint.microsoft.com/ja-jp/Pages/default.aspx

■「Cybozu SP スケジューラー」とは
SharePoint のグループウェア機能を強化するサイボウズのアドオン ツール 「Cybozu SP Apps 2010」のシリー
ズ製品です。組織メンバー間での予定共有、会議室や社⽤⾞などの施設・設備予約、プロジェクトの進捗管理とし
てご活⽤いただけます。Exchange の予定表ともシームレスに連携します。
製品 Web サイト http://spapps.cybozu.com/jp/products/sp-list-scheduler/

■「Livestyle」とは
TOSYS が提供する Microsoft Exchange / SharePoint を中⼼としたクラウド サービスのブランドです。信頼性・
安全性の⾼い堅牢な国内のデータセンターにて運⽤し、遅延ロスが少なく、⾼度なセキュリティに守られています。
サーバーの導⼊や運⽤が難しい企業の部⾨利⽤や、中規模、⼩規模企業でも、⽉額課⾦で利⽤することが可能です。
サービス Web サイト http://www.live-style.jp/Pages/default.aspx
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■サービスについてのお問い合わせ先
◇東⽇本システム建設株式会社
IT ビジネス事業部⾨

クラウドサービス部

Livestyle 担当：松橋 寿朗

TEL： 0120-742-500/FAX：026-263-4931/ MAIL: sales@team.live-style.jp
◇サイボウズ株式会社 ビジネスマーケティング本部 MS 戦略担当：弘⽥ 洋介
TEL:03-6316-1156 / FAX: 03-5805-9036 / MAIL: yohsuke_hirota@cybozu.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 社⻑室 コーポレート・コミュニケーション：渡辺 清美
〒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
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