サイボウズ ガルーンのサーバー構成イメージ
分散する全てのワークグループシステムを1台の集中管理システムに
よって管理します。ユーザー管理や各ワークグループシステムの設定も、
集中管理システムから容易に操作可能です。なお、各ワークグループ

【優れた集中管理システム】
大規模な運用においても、ガルーンの優れた集中管理システムによって、情報シ
ステム管理者の労力を大幅に軽減します。ユーザーやワークグループの設定など
は、わかりやすい画面の表示で的確に手早く作業できます。

システム間の情報連携はメールシステムを使ってやり取りを行うため、
別途メールサーバーが必要です。

ワークグループシステム

ポータル型グループウエア

ユーザーが実際にアクセスするサーバーです。

東京

ガルーン間の通信は
メールを送受信することで
行われます。

ワークグループシステム

大阪
ワークグループシステム

メールサーバー

集中管理システム

ワークグループ間、
ワークグループと
集中管理システム間の通信を行うために
必要なサーバーです。

ワークグループシステムを
管理します。

名古屋

ご利用人数ごとの構築例

サイボウズ ガル ーンを導入する動作環境（最低動作環境）

サーバーのサイジングに関しては、利用するアプリケーションや機種に
よって異なるため、詳細はサイボウズGパートナーにお問い合わせ
ください。以下に、
サーバーの構成例を挙げます。

Pentium4 2.4GHz
256MB（Linux）／ 512MB（Windows2000 Server）
Ultra160-SCSI
Ultra160-SCSI対応のSCSIハードディスク

UNIX

■ 500名程度での利用を想定【サーバー1台で構成】
CPU
メモリー
ディスクインタフェース
ディスク

Xeon 2.4GHz（ Linux）／ Xeon 2.4GHz × 2（Windows2000 Server）
512MB（Linux）／ 1GB（Windows2000 Server）
Ultra160SCSI（キャッシュ容量64MB以上）
Ultra160SCSI対応のSCSIハードディスク×4本を使用したRAID0+1構成

■ 1000名程度での利用を想定 【サーバー1台で構成】
CPU
メモリー
ディスクインタフェース
ディスク

Xeon 3.06GHz × 2
1GB（Linux）／ 2GB（Windows2000 Server）
Ultra320SCSI（キャッシュ容量128MB以上、WriteBackキャッシュ対応）
Ultra320SCSI対応（15,000rpm以上）のSCSIハードディスク×6を使用したRAID0+1構成

※ガルーンは、
ワークグループシステムを複数設置することにより、対応人数を増やすことが
可能です。例えば、3000名程度の場合は、上記の1000名程度での利用を想定したサーバーを
3台用いることにより対応が可能になります。

本構成例は、同時アクセスのピーク時を想定しています。
ご利用方法や環境によって実環境は異なります。

Webサーバー

サーバーOS

プラットフォーム

Windows¤

■ 300名程度での利用を想定【サーバー1台で構成】
CPU
メモリー
ディスクインタフェース
ディスク

● ソフトウエア
Windows¤
Windows¤
Windows¤
Windows¤
Windows¤

Server 2003 Standard Edition
Server 2003 Enterprise Edition
2000 Server（SP2以上）
2000 Advanced Server（SP2以上）
NT 4.0 Server（SP3以上）

Red Hat Linux 7.3/8.0/9.0
Red Hat Enterprise Linux AS（Version 2.1/3.0）
Red Hat Enterprise Linux ES（Version 2.1/3.0）
Turbolinux 8
Solaris 7/8/9（SPARC版）
iSeries Red Hat Linux 7.1
iSeries Turbolinux 7

Apache 1.3.x 以上（Apache2.0.xを除く）
IIS 4.0 / 5.0 / 6.0

Apache 1.3.X以上

※動作環境の制限事項については弊社ホームページをご覧ください。

● 対応しているWebブラウザ−
クライアントOS

サーバーOS

Windows¤

Internet Explorer 5.01 / 5.5 / 6.0以上
Netscape Navigator 4.7x / 6.2x / 7.0x

● メールサーバー
ガルーンシステム1つにつき
1つのE-mailアドレス
ガルーンはSMTP/POP3プロトコルを使用
※ガルーンはE-mailのインフラを利用して、
管理/データの連携を行っています。

● ハードウエア
Macintosh

Internet Explorer 5.x以上

（MacOS 9 以上） Netscape Navigator 4.7x / 6.2x / 7.0x

Intel Pentium III 500MHz以上
Ultra SPARC IIe 500MHz以上
iSeries

※ 集中管理システムはWindows ¤ 版のWebブラウザーのみの対応です。
※ Webブラウザーの種類やバージョンにより、一部の機能が利用できません。
詳しくはhttp://cybozu.co.jp/gcd/をご覧ください。

グループウエアに企業ポータル機能を
お問合せ先

搭載した「サイボウズ ガルーン」で
社内・社外の情報のシームレスな共有化を実現します 。

サイボウズ株式会社
東京都文京区後楽1- 4 -14 後楽森ビル12F 〒112-0004

いままでのグループウエア機能だけの製品を凌駕 する

http://g.cybozu.co.jp
日経コンピュータ誌顧客満足度調査グループウエア部門で

●「サイボウズ ガルーン」は導入支援窓口を開設しております。
サイボウズ インフォメーションセンター

03-5805-9011

次世代ポータル型グループウエアの登場です 。

顧客満足度No.1を

ご使用中の不明な点や、製品機能に関するお問い合わせ、購入方法、価格など、お気軽にご相談いただけます。

4回連続受賞しました

月〜金 9：00〜18：00

受付時間 （ 土日祝日を除きます ）

※サイボウズ、Cybozu、
ガルーン、
およびサイボウズのロゴマークはサイボウズ株式会社の登録商標です。※記載された社名、各製品名は各社の登録商標または商標です。※「ｉモード/アイモード」
「ｉ-mode」のロゴマークはNTTドコモの登録商標です。※Vodafoneおよびボーダフォンライブ！
（Vodafone
live!）、
スピーチマークデバイスは、Vodafone Group Plcの登録商標または商標です。※ActiveSquare は、Sejoong Namo Interactive Inc. の登録商標です。※Lotus Notes is trademark of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both.

GK-041022

「サイボウズ Office/AG シリーズ」は、
日経コンピュータ誌の「
2004年第9回顧客満足度調査」グループウエア部門にて、
『
製品』
『
、サポート』の両方で4回連続第１位に選ばれています。

第4版

サイボウズ ガルーンを開けば、
そこからすべてのビジネスがはじまる。

サイボウズ ガルーンで革新する情報力のある経営。
サイボウズ ガルーンがもたらす3大メリット
1.【利用者のメリット】 各個人にパーソナライズされた情報ポータルを提供し、生産性を向上させます。

究極の企業ポータルを目指したサイボウズ ガルーン V1.5

投資したIT資産をすぐに活用するために、全員が使えるやさしいインターフェースの情報流通

2.【経営者のメリット】 プラットフォームです。社内にいる営業プロフェッショナルや技術職人の知識を最大限に共有します。

働く人たちに価値ある情報をタイムリーに届ける。それは企業経営やビジネスの成功にとって、欠かすことの
できないテーマです。
「サイボウズ ガルーン」の目指すビジネスのポータル環境は、従来のグループウエアのよ
うな難しい作り込みの必要がなく、Web画面からでも自由にカスタマイズが可能です。
これまでのグループウ
エアでは成しえなかった、
すばやいポータル構築で、変化に先回りする情報環境をビジネスマンに提供します。

全社共通ポータル

安定性、
信頼性、
耐障害性が増し、
高速動作を維持することができました。
さらに覚えやすい

3.【情報システム部門のメリット】 簡単な管理機能、ポータル構築の仕組みを提供し、運用の手間を大幅に削減します。

1

営業部
・蓄積された企業情報
・変化する企業情報

ガルーン
トップページ

現場からの報告
スタッフの意見
外部の資料

情報発信

3

理由

個人情報ポータル

理由

簡単ポートレット機能で、
たった一晩で、企業や部門ポータルを構築

大企業でも導入できる
スケーラビリティを実現した

Web上からの簡単なマウス操作で、グラフ作成などが可能に
なる「簡単ポートレット機能」を搭載。変化に先回りするポータル
を提供できます。

「サイボウズ Office 6」では、1サーバーで 300 人程度が
推奨利用人数です。それに対して、
「サイボウズ ガルーン」では
利用人数に応じて、複数のサーバーにワークグループシステムを
配置することにより、企業規模に応じたスケーラビリティを実
現しました。

平均単価

生産部

トップからのメッセージ
共通情報
各種アプリケーション

○×ストア

2004年1月8日

平均単価

ガルーン
トップページ

○×ストア

2004年1月8日

おて
がる

リアルタイムの情報共有

目的と立場に応じた必要情報の取得

企業の中での効果的な情報の伝達や共有にとって、大 切なことは 1 : n と n : 1 の 実 現です。 1 : n の 情 報 共 有とは、

2

4

理由

経営トップやマネージャのメッセージや意思が、必要なスタッフに的確に伝わること。反対に、 n:1 は現場からの報告や

理由

外部の資料にスタッフの意見など、さまざまな情報が意思決定者や経営者に集まること。しかし、現実の職場では必要な情
報を得るためにさまざまなソフトを使い分けたり、自分から探しにいかなければなりません。また、経営トップからのメッセージも発

集中管理で管理者の
負担を軽減する

信されたままで誰にも届いていない例も多々あります。こうした課題を解決するためには、それぞれのスタッフの立場や役職
に合った情報の出入り口、いわゆる情報ポータルが必要なのです。
「サイボウズ ガルーン」は、究極の企業ポータルを目指した製品です。情報ポータルに必須となるグループウエア機能を
標準で備え、社内のさまざまな情報システムや基幹系システムとの連携を可能にし、 1:n と n:1 に求められる情報の共
有を実現します。
導入予定
導入済み

グループウエア製品の導入状況
12

サイボウズのグループウエアは、
国内で 18,000社 25,000部門
※
で使われている実績があります 。
その使いやすさと利便性によって、
理想の企業ポータルを提供します 。
※2004年4月現在・当社実績
2

がる
ひろ

がる
おて

複 数のガルーンサーバーを集 中 的に管 理できるので、情 報
システム部門やユーザー名などの管理が一元化され、システム
管理者の負荷が軽減されます。大規模な導入でも集中的な
管理が実現でき、新しい管理者を増やさなくて済むので、運用
コストも削減できます。

つな
がる

他システムとの連携で
理想的なポータルを構築する

ガルーンサーバー同 士だけではなく、Lotus No tesや他の
システムと連携させることで、ログインした人に最適な情報を
表示できます。社内・社外のWebサイトも「サイボウズ ガルーン」
の画面の一部として表示できるので、理想的な企業ポータル
画面を統合的に構築できます。
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グラフは『＠IT（http://www.atmarkit.co.jp/）Business Computing
第2回 読者調査結果発表』を元にサイボウズ株式会社が整形したものです。

0

サイボウズ ガルーンが実現する理想的な経営環境
「サイボウズ ガルーン」が実現する理想的な経営環境は、過去の情報投資を無駄にすることなく、効果的で効率のよいサーバー間連携と
一元化された情報の配信を実現します。企業の経営層からオペレーションの現場に至るまで、
さまざまな意思決定や知識の共有に必要な情
報ポータルを提供します。
3

これまでの情報活用の問題点

サイボウズ ガルーンで解決！

いくつものシステム、複数のソフトが混在。
情報をスピーディに活用できず、業務の流れが滞ってしまう。

あらゆる情報を一つの画面に集約。
総合ポータル環境による情報管理の一元化で、業務の流れをシンプルかつ迅速にします。

×

課題 1

社内のシステムが乱立して、
必要な情報が必要な人に届かない

解決 1

情報システムの発展と発達は、企業の活動の歴史を物語っていると同時に、さまざまなシステムの乱立という結果をもたらしています。
用途別に作られたシステムやアプリケーション、これらが社内のネットワークに乱立していることで、それぞれのアプリケーション間の連
携が図れず、必要な人に必要なデータが届かなくなってはいませんか?

×

課題 2

「サイボウズ ガルーン」は基幹システムとの連携がスムーズに行えるので、インターネット、企業内のデータベース、メール、スケジュールな
ど、複数の情報を一つの画面で表示できます。また、使う人ごとに必要な情報を判断するエージェント機能により、最適な情報を的確に表
示させます。

業務別にソフトやハードがばらばらに導入され、
仕事の流れを一本化できない

一つの画面ですべての情報を確認できる

メールサーバー、
データベース、
グループウエアなど
目的別にシステムを使い分けなければならない

ログインした人別に情報を仕分けして
表示してくれる

複数のサーバーで処理した情報を
一括した画面に集約できない

エージェントが最適な情報を常に知らせてくれる

一つの解決を求めるために
複数のソフトを起動しなければならない
サーバー間連携、集中管理、スケーラビリティ、他システムとの連携により、
さまざまな企業の情報運用スタイルに適合し、ナレッジワー
カーから経営者に至るまで、その人に必要な情報を的確に届けられるようになります。ワークフローを組み合わせることで、情報の表示
だけではなく業務の流れを連携させて、スピードのあるビジネスや経営を実現します。

メール、
インターネット、顧客管理、
スケジュール管理など、
目的別にソフトを起動しなければならない

4

一つの画面、一つの操作で
誰でも使えるクライアントを実現

解決 2

一つの画面にすべての解決を集中
サーバー間連携、集中管理、スケーラビリティ、他システムとの連携により、
さまざまな企業の情報運用スタイルに適合し、ナレッジワーカー
から経営者に至るまで、その人に必要な情報を的確に届けられるようになります。ワークフローを組み合わせることで、情報の表示だけで
はなく業務の流れを連携させて、スピードのあるビジネスや経営を実現します。

情報の流れを一本化して的確に情報を届けられる

目的ごとにソフトが違うから、操作を覚えるのに
時間がかかり、全員で利用できない

操作が簡単だから短期間で全社員が
使えるようになる

ソフト同士が連携していないので、
必要な情報が一元化されて閲覧できない

グループウエアと基幹業務を連携させて、
最適な情報の活用ができる

5

これまでの情報活用の問題点

サイボウズ ガルーンで解決！

システムや組織の変更に、柔軟に対応できない。
管理者の負担は増え、社員同士の情報交換もスムーズにいかない。

優れたエージェント機能と情報の中継能力を実現。
あらゆる職種、すべての社員が使いやすい、最適なポータル環境を構築します。

×

課題 3

クライアントに依存するシステムにより
運用管理の負担が増えている

解決 3

優れた集中管理が運用負荷を軽減

情報の用途ごとに異なるクライアントを使わなければならない。それは、利用者にとって面倒であるだけではなく、システムの管理者にとっ
ても大きな負担になります。システムの変更や追加のたびに、すべてのクライアントにインストールされているソフトをアップデートしなけ
ればなりません。これでは、情報の速度に合わせた柔軟なシステムの更新や機能追加もできなくなってしまいます。

最新のWeb技術を採用し、クライアントをWebブラウザーにすることで、システム管理者の運用管理を大幅に軽減します。
「サイボウズ ガ
ルーン」は、分散されている情報を容易に整理するために生まれてきたので、集中的な管理と運用が可能になります。新しいシステムを構
築しても、ガルーンと連携させることで、再教育や新たなクライアント用ソフトのインストールを行わないで、すぐに業務に組み入れられます。

サイ
ーン
バス
ート
のー
みル
でも
O
K

プログラムの変更によってクライアント側の
再インストールが必要になる

クライアント

Web技術を活用した三階層型の
アプリケーションを構築できる

新しいシステムを構築するたびに、
クライアント用ソフトの追加が必要になる
サーバー

管理者の負担が減ることで、新しいシステムの
開発や積極的な情報環境の構築が促進される

操作がわからないとか、
データが
うまく表示できない、
といった問い合わせが多い

×

課題 4

6

既存の情報資産を活かしたままで、
最新の集中管理環境に移行できる

解決 4

コミュニケーションが不足している

本当に使える優しさがコミュニケーションを加速

組織が大きくなり、仕事が細分化されていくと、個人と個人のコミュニケーションは不足しがちになります。それは、上司と部下との報告や
連絡の不備だけではなく、同僚や関連部門とのコミュニケーション不足による仕事の停滞や連携ミスなどを起こしかねません。どんなに高
価な情報システムを導入していても、誰もが使える簡単さがなければ、報告と連絡と相談は的確に行われません。

全国18,000社に採用されているサイボウズの実績は、
その使いやすさにあります。はじめてパソコンに触れる人でも、短時間の説明だけです
ぐにスケジュールを入れたりメールやメッセージをやり取りできるようになります。
「サイボウズ ガルーン」のインターフェースは、あ
らゆる組織や業種で働く人たちのコミュニケーションを加速します。

スケジュールの確認や会議の調整を
紙や電話で行っている

企業の情報システムに新しい価値を生み出す

大切な情報を見ている人と
見ていない人に差がありすぎる

コミュニケーションの促進で
ビジネスの活性化を実現する

パソコンは使っていても
必要な情報がその人に届いていない

ガルーンが人と人、
システムと人を結びつける

7

一日のはじまりは、 ポータル型 トップページから
最新のデータや、
自分のやるべき仕事がすぐわかる情報の入り口。
それが「サイボウズ ガルーン」の ポータル型 トップページです。
一つの画面から、
さまざまな社内システムやウェブサイトへ自由にアクセス。
すべての業務がここに集まり、
ここからスタートします。

全社ポータル
「 全 社 ポータル 」では、社 員 全 員を対 象としたお

ポータル型 トップページの特長

知らせ・全 社で必 要になるデータなどを掲 示してお

さまざまな用途の多彩なポータル機能により構成されるのが、「サイボウズ ガルーン」の ポータル型 トップページ。
システム管理者が作成する全社ポータル、部署ポータル、ユーザー個人で作成する「Myポータル」があります。
それぞれのポータルページはタブで表示を切り替えるだけの簡単な操作で、目的のページをすばやく選べます。
また、ログイン後、最初に表示するポータルページは自由に設定可能。いち早く告知したい重要な情報を全社に
確実に伝えることができます。しかも、
どのポータルページも、
インターネット感覚で直感的に使えるので、特別なマ
ニュアルは必要ありません。導入したその日から全社情報共有がはじまります。

くことができます。今月の 全 社目標を社 長自らの 言
葉で載せるなど、円 滑なトップダウンの 方 法として
も使えます。

部署ポータル
その部署で必要とする情報を一画面に集約できるので、部署間の情報共
有、意思の疎通が円滑になります。社内の基幹システムと連携し、売上・
在庫状況などの最新データを「サイボウズ ガルーン」上から確認すること
もできます。ここを見れば、自分の部署の現在の状況がひと目でわかります。

My ポータル

ポートレット機能

個人ポータルの表示設定や配置などを自由にカスタ
マイズし、別の画面として作成することができます。自分が
使いやすいように画面を作りこめば、自然と日々の業務も

個人ポータル

はかどります。この「Ｍｙポータル」は自分しか見ることが

日々の業務はまずここから。
『スケジュール』
『掲示板』
『メッセージ』といっ

できない の で、プライベ ートな 写 真を掲 示 するなど

たグループウエアの基本機能が一画面の中に全て集まっているので、

ちょっと一息 できるスペースを作ることも可能です。

この画面からすぐ仕事を始めることができます。

ポートレット機能が強化されました！
これまで、HTMLやJavaScriptなどで作成していたポートレットが、
簡単な操作だけで作成できるようになりました。
【追加されたポートレット】

ポートレット とは、ポータルを構成する１つ１つのパーツのことです。
「サイ
ボウズ ガルーン」には、はじめから組み込まれているポートレットの他に、シス
テム管理者が作成する『ポートレット』と、ユーザー個人が作成できる『Myポート
レット』があります。これらのポートレットを業務内容によって組み合わせる
ことで、ユーザーにとって使いやすいポータルページを作成することができます。

お知らせポートレット

グラフポートレット

基準日までのポートレット

● CSV形式のデータからグラフ表示
● 特定の基準日まで、残り何日かを
カウントダウン表示

「サイボウズ ガルーン」デモサイト

http://cybozu.jp/gta/
※パートナーからご紹介のお客様は各パートナー専用のデモサイトをご利用ください。
詳しくは担当パートナーまでお問い合わせください。
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サイボウズ製品を利用しているユーザー様同士が気軽に
情報交換できる場です。困ったことや疑問、便利な活用方
法を何でも書き込んで、
みんなで共有しましょう。

●『お知らせ』
『Myボード』などの
書式編集つきテキスト表示
●『電卓』
『ToDoリスト』などのツール表示

※HTMLでのポートレット作成を支援する
便利ツール、
「サイボウズ ガルーン ポート
レットデザイナー powered by ActiveSquare」
（オプション）
もご用意しております。

http://www.kanshin.jp/cybozu/
9

ビジネスを加速する最新の情報マネジメント。

電話メモ

リアルタイム伝言

『電話メモ』を活用すれば、外出がちな

「サイボウズ ガルーン」に用意されている多彩な機能は、
ビジネスに必要な時間の管理（タイムマネジメント）
と、知識の円滑な交流（ナレッジマネジメント）を実現します。

社員にも携 帯のメールを利 用して伝
達できます。グループメンバーの現在

顧客満足度No.1のグループウエアが可能にする、
タイムマネジメントとナレッジマネジメントよって、

の在席状況もわかりやすい画面で確

企業の組織力を高め、意思決定の速度と精度を向上させます 。

認できます。

タイムマネジメント

スケジュール

用件をシンプルに伝えます。

素早く用件を確認。携帯電話へのメール転送もできます。

『スケジュール』が実現するビジネスのタイムマネジメントは、個人の生産性を劇的に改善します。ホワイトボードや紙に書いた予定では、
組織の中での時間調整や施設の予約は困難です。それに対して、
「サイボウズ ガルーン」の提供するスケジュールを使えば、一度

顧客管理

アドレス帳

入力した予定がいつでもどこでも誰からでも確認できるようになり、施設なども同時に予約でき、大変便利です。この理想的なタイム
マネジメントによって、会議の前の事前の打ち合わせをはじめとして、計画的に活動することの重要性を、組織全体に理解してもらえる

顧客や社内ユーザーの『アドレス帳』は、
グループや組 織で共 有し、会 社 全 体

ようになります。また、ユーザーごとに、アクセス権を設定することも可能です。

の情報資産として活用できます。

スケジュールを可視化し、
マネジメントに活かせます。
住所、地図、
路線検索、
ホテル予約と
連携

相手の
スケジュールを
確認

大規模組織対応の見やすく探しやすいビューを採用。

詳細情報を一覧できます。

ファイル管理
ナレッジマネジメント

メッセージ

『メッセージ』によるナレッジマネジメントは、組織の力を最大限に活かします。組織が効果的に活動するためには、そこに所属してい
る人たちがビジネスのビジョンや価 値 観を共 有していなければなりません。しかし、組 織として働く人たちの 多くは、それぞれの役
割に分担されているため、一つになっている実感や意識を持てなくなっています。こうした環境を改善するためには、時間や場所にとら

文書ファイリング

『 ファ イ ル 管 理 』を 活 用 す れ ば 、
ネットワークやサーバーなどの存在を
意識しないで、組織で使うファイルを
効 率 よく共 有 。管 理 者 の 設 定 で
フォルダの 作 成を制 限 できます 。

われずに互いの意見が自由に交換できる場が求められます。
「サイボウズ ガルーン」のメッセージを活用すれば、意見や知識が効果
社内の文章管理システムに必要な機能を搭載。

的に再利用され、業務の効率化と意思決定力を強化するナレッジマネジメントが実現します。

【メッセージで知恵を交換する】

ファイル情報・更新履歴が確認できます。

【過去のメッセージを一覧表示】
お 礼と質 問

メール

シンプルツール

タイムカード

勤怠管理

結果報告

W e bメー ル 機 能を搭 載 。
進捗報告
入力欄1つ
ボタン1つだけ

提案
質問
指示

『タイムカード』は、勤怠管

ク ラ イ ア ント の 環 境 に

理に活用できるだけではなく、

依 存することなく、メール

個人の在席状況なども確認

サーバーを使ってメールの

できます。不在確認の手間

送 受 信ができます。

を省き、効率のよい時間の
共有を実現します。

議事進行
読み忘れない

メッセージの流れから問題点や各自の意見、進め方等が見えてきます。
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追加アプリケーション

ファイル管理サーバー、掲示板サーバー、施設予約サーバー

標準で搭載されている『ファイル管理』
『掲示板』
『設備予約』の

『掲示板サーバー』を追加すると、通常の『掲示板』にはない、
※

サイボウズ ガルーン ワークフロー（オプション）

業務フローをスピードアップ

申請、稟議、決済、承認など、ビジネスを円滑かつ正確に推進するためには、さまざまな業務の流れ、ビジネスプロセスが存在します。

各機能が、別システムとして構築できるようになりました。これによ

掲示期限の設定機能や、書式編集機能 が搭載されます。この

ビジネスプロセスは、経営や意思決定のためには欠かすことのできないものです。しかし、組織が拡大し業務の流れが複雑化してい

り、複数のワークグループシステムで運用する環境でも、データ共

書 式 編 集 機 能を使えば、伝えたい部分の強調・色の変更など、

くことによって、ビジネスプロセスによる事業の停滞や延期などの弊害が発生することもあります。こうした問題を解決するためには、

有・一元管理が実現します。また、
システムごとに管理者を分け、
日々

より表現力のある文章を掲示できます。

「サイボウズ ガルーン」の提供するワークフローが最適です。

の運用・管理業務を分担できるので、一人のシステム管理者にか
かる負荷を軽減できます。

※この機能は、Windows版 Internet Explorer ver.5.5以上に対応しています。
※次年度以降、追加アプリケーションを継続してご利用になるには、サービスライセンスが必要です。

・ファイル管理サーバー
・掲示板サーバー
・施設予約サーバー

集中管理
システム

一括管理

Step2.申請経路を設定します。
Step3.内容を確認して申請は終了です。

Step1.申請内容を入力します。

ワークグループ
システム A

ワークグループ
システム B

※前バージョンの「サイボウズ ガルーン」の『ファイル管理』
『掲示板』
『設備予約』のデータを、
『ファイル管理サーバー』
『掲示板サーバー』
『施設予約サーバー』へ移行するためのコンバーターを提供しております。詳しくはGパートナーにご相談ください。

決済画面へスムーズに移動します。

どこからでもアクセス

モバイルサービス

用途に合わせて選択できる機能群です。
申請経路に設定されたメンバーの最新情報に通知されます。

意思決定の速度と精度を求めるビジネスでは、活動を続けるスタッフとの緊密な連絡が不可欠です。しかし、携帯電話が発達した現在に
あっても、担当者が打ち合わせ中であったり、電車での移動中や車の運転中の呼び出しはできません。また、海外や地方へ出張している時
など、会社にいない間でも重要な判断や意見を求められることもあります。そうした状況に対して迅速な対応を行うためには、いつでもど
こでも社内の情報にアクセスできるユビキタスビジネスを実現するモバイルサービスが必須となります。
「サイボウズ ガルーン」のモバ

サイボウズ ガルーン ポートレットデザイナー powered by ActiveSquare（オプション）

カスタマイズを簡単に

イルサービスは、ノートパソコンだけではなく、携帯電話やPDAからスケジューラやメッセージなどにアクセスできる環境を実現します。
ビジネスをリアルタイムに、
また全社的にキャッチアップするためには、目的に沿ったポートレットが必要です。全社共通のポートレット作りは、

※次年度以降、モバイルサービスを継続してご利用になるには、サービスライセンスの契約が必要になります。

システム管理者にとって腕の見せどころですが、時間をとられる作業でもあります。
「サイボウズ ガルーン ポートレットデザイナー powered by ActiveSquare」を使えば、ホームページエディタを使うのと同じ感覚で、

【携帯電話からの利用】
新着情報に特化した画面構成。
スケジュール等を手元で容易に確認できます。

【シンク機能】

すぐにポートレットを作成することができます。操作しやすいGUI（グラフィカルユーザーインタフェース）に、直感的にパーツを置いていく

データを電子手帳（PDA）にコピーして持ち運ぶことができます。

だけで、ポートレットを自由にデザインできます。
※「サイボウズ ガルーン ポートレットデザイナー powered by ActiveSquare」はシステム管理者のみ利用できるツールです。

ガルーン
サーバー

パソコン

パソコン

パソコン

シンク

・iモード
・ボーダフォンライブ！
（ステーション対応）

・EzWeb（WAP2.0）
・ドット i
・Air H" PHONE

・Palm
・PocketPC
・ザウルス

制作したポートレットをポータルに設定します。

PDA

※対応環境を弊社webページでご確認ください。

12

テキストを入力し、画像や表などのパーツを配置します。
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サイボウズ ガルーンなら他システムとの連携も安心
認証連携

ライセンスのご案内

LDAP連携

新規ユーザーライセンス

初めてご使用いただくためのライセンスです。
新規ユーザーライセンスには、
ソフトウエアの使用許諾と、1年分のサービスライセンスが含まれています。

三種類の認証方式（LDAP認証/Cookie認証/環境変数認証）に対応

各種ディレクトリサーバー（LDAPv3準拠）
と連携を行うことが可能です。

しておりますので、リバースプロキシ型シングルサインオン製 品 や、

連携することにより、ユーザー情報、組織図情報、所属情報はディレクト

■価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 新規ユーザーライセンスの数量によって各ランクが適用されます。ランクに応じた単価と購入数量から算出されます。

統 合 W i n d o w s 認 証と連 携して他システムとのシームレスな認 証を

リサーバーで管理することが可能になります。また、後述のLDAP認証機

■最低購入数・・・・・・・・・・・・・・ 50ライセンス

※1 新しくフォーム 認 証 機 能 が追 加されました。
行うことが可 能です。

能を併せて使用すると、ユーザー認証はディレクトリサーバーで行われます
ので、パスワード管理をディレクトリサーバーに一任できます。※2

▼サービス開始日
（ご注文から起算して翌月1日）

◎サービス開始日：サービス開始日とは、原則として新規ユーザーライセンスの出荷日の翌月1日と
いたします。また、出荷日が末日より5日未満の場合には、翌々月の1日といたします。

サ
ー
ビ
ス
終
了
日

ご注文

1年間

◎サービス終了日：サービス終了日とは、サービス開始日から起算して一年間の最終日といたします。
サービス終了日は、サービスライセンスを購入することで延長することができます。

ガルーン
認証
クライアント

追加ユーザーライセンス

シングルサインオン
製品

他システム
ガルーン

新規ユーザーライセンスの購入後に、
ユーザーライセンスを追加するためのライセンスです。
追加ユーザーライセンスには、永続的なソフトウエアの使用許諾と、設定されているサービス終了日までの
サービスライセンスが含まれています。追加ユーザーライセンスは、
サービス提供期間であれば、
いつでも購入できます。

■価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ご使用いただいているユーザーライセンス数と追加分を合算した数量によって、各ランクが適用されます。

LDAPサーバー

ランクに応じた単価と追加するユーザーライセンスの数量から算出されます。

■最低購入数・・・・・・・・・・・・・・ 1ライセンス
▼サービス開始日
ご注文

▼初年度サービス終了日

追加ユーザーライセンス購入可能期間

検索連携

データ連携機能
各種プログラミング言語（Lotus Script/C++/Java/Visual Basic）に対応

延長後サービス終了日▼

既存ユーザー数分＋追加ユーザー数分のサービスライセンス提供
180日
既存ユーザー分の継続サービスライセンス購入

Web型検索エンジンに対応しており、
「サイボウズ ガルーン」のファイル

しておりますので、Lotus Notes / Domino6や他システムから、
「サイボウズ

管理機能に格納されているファイルリストを、インデックスとして検索

ガルーン」の四機能（『ファイル管理』
『メッセージ』
『掲示板』
『スケジュール』）

※3
エンジンに提供できるので、検索エンジンによる全文検索が可能です。

※3
と『最新情報』への通知に対してデータを登録できます。

継続サービスライセンス

1年間

サービス終 了日より1 8 0日未 満であれば、
ご使 用いただいているユーザー分 の 継
続サービスライセンスを同時に購入してい
ただくことにより、追加ユーザー分のサー
ビスライセンスを、1 年 間 延 長させてご利
用できます。

サービス期間を1年間延長するためのライセンスです。
また、
ご購入は、
サービス期間終了後30日目までに限ります。

■価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ご使用いただいているユーザーライセンスの数量によて各ランクが適用されます。
ランクに応じた単価とご使用いただいているユーザーライセンスの数量から算出されます。

Notes/Domino6
ガルーン

Lotus Script
C++
Java
Visual Basic

■最低購入数・・・・・・・・・・・・・・ 50ライセンス
▼サービス開始日

検索

ご注文

▼初年度サービス終了日

継続サービスライセンス購入可能期間

延長後サービス終了日▼
サービス終 了日以 降は、3 0日間 の 継 続
サ ービスライセンス 購 入 猶 予 期 間を
用意しています。

30日

ガルーン
基幹システム

クライアント

Web型
検索エンジン

インデックス

※1：対応製品につきましては、
アライアンスパートナーより提供されます。アライアンスパートナーのご紹介 → http://cybozu.co.jp/gcp/
※2：この機能を利用する場合は、連携モジュールを利用した構築が必要となります。構築や開発の費用や入手方法については、Gパートナーにご相談ください。Gパートナーのご紹介 → http://cybozu.co.jp/gcp/※
3：Gパートナーによる開発支援

1年間
※サービスライセンス数を減らす場合には、
サイボウズ指定の手続きをする事で、50ユーザーを下限に「減数継続」も可能となります。ただし、
サービスライセンス購入時のみの取り扱いとなります。
※サービスライセンスを、期間内に延長されず、
その後もサービスをご希望される際には、通常のサービスライセンスが必要になります。
（通常のサービスライセンスについては別途お問合わせください。）

サービスライセンスの提供内容
■ インターネット連携サービス
■ モバイルサービス

■ 最新プログラムを収めたCD-ROMの提供（年2回）
■ 追加アプリケーションの利用

■ 仕様問い合せの受付（電話、電子メール、FAX、
Web）
■ バージョンアップモジュール及びパッチの提供
■ サイボウズ製品情報発信（電子メール随時）

オプション製品のライセンス
サイボウズ ガルーンなら他製品からの乗り換えもスムーズ
サイボウズ ガルーン ワークフロー
サイボウズ ガルーン コンバーター for Lotus Notes
Notesのメールデータ、ディスカッションデータと掲示板データを、
「サイボウズ ガルーン」で読み込み可能なファイルに書き出すツールです。
※「サイボウズ ガルーン コンバーター for Lotus Notes」は、
Notesのバージョン4.6.x（スタートパック）のみに対応しています。
※「サイボウズ ガルーン コンバーター for Lotus Notes」は、
Windows版でのご提供となります。
※サイボウズ ガルーン コンバーターは、Gパートナーより提供しております。
※移行作業に伴う費用などは、Gパートナーにご相談ください。
※対応バージョンや移行できるデータなど、制限があります。事前にGパートナーにご相談ください。
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サイボウズ ガルーン コンバーター for Office 6 /
サイボウズ ガルーン コンバーター
「サイボウズ Office 6」
「サイボウズ AG」のデータを
「サイボウズ ガルーン」に移行します。
※現在「サイボウズ Office 3」
「サイボウズ Office 4」をご利用の場合は、
一度「サイボウズ AG」へデータをコンバートしたあと、
このツールを使って
「サイボウズ ガルーン」にデータを移行できます。

「サイボウズ ガルーン ワークフロー」をご使用になるためのライセンスです。

■価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「サイボウズ ガルーン」のユーザーライセンスの数量によって各ランクが適用されます。
ランクに応じた単価とご使用いただくワークフローの数量から算出されます。

■購入ライセンス数の制限・・・・「サイボウズ ガルーン」のユーザーライセンスを超えるライセンス数を購入することはできません。
■最低購入数・・・・・・・・・・・・・・ 1ライセンス

サイボウズ ガルーン ポートレットデザイナー

powered by ActiveSquare

「サイボウズ ガルーン ポートレットデザイナー powered by ActiveSquare」をご使用になるためのライセンスです。

※ご使用ユーザー数による価格変更はございません。

動作環境は裏面をご覧ください
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