ラ イ セ ン ス

手頃な価格と充実したサポートがワンセット
■ソフトウエア使用ライセンス
製品名

サイボウズ
デヂエ

プラン

新規購入価格

プラン20（本運用ライブラリ：20個まで）

100,000円（税抜）

プラン60（本運用ライブラリ：60個まで）

270,000円（税抜）

継続購入価格

ユーザー数による、価格追加はありません。また、
「メールサポート」
「バージョンアップ」も含まれるの
で、余計なコストは一切かかりません。

■プラン変更ライセンス
製品名

価格より
420,000円（税抜） 10％OFF
プラン120
（本運用ライブラリ：120個まで） 540,000円（税抜）

プラン90（本運用ライブラリ：90個まで）

プラン無制限（本運用ライブラリ：無制限）

◎クライアントライセンスはフリー！

プラン

新規購入価格

プラン20からプラン60に変更
プラン60からプラン90に変更

サイボウズ デヂエ
プラン変更

お手軽Webデータベース

190,000円
（税抜）

プラン90からプラン120に変更
プラン120からプラン無制限に変更

600,000円（税抜）

サイボウズ デヂエの価格体系は、
ご利用になるライブラリ数に応じた年間ライセンスです。各プラン共に1サーバーラ
イセンス価格です。クライアントライセンスはフリーです。初年度のサイボウズ デヂエの年間利用料金は新規購入価格
になります。2年目以降の年間利用料金は、新規購入価格から10%割引でご利用いただけます。価格の中には、E-mail
や電話
（コールバック）
によるサポート、および製品バージョンアップ時の最新版プログラム無償提供が含まれます。

年間ライセンスの有効期間中に本運用ライブラリ数の上限を増やしたい場合、1つ上のプランへの変更が行えます。
ご利用できる有効期間は、プラン変更前に準じます。※有効期間は延長されません。
※本運用とは１つのライブラリに対して、
レコード数（行数）が11以上登録されているライブラリのことを指します。

動 作 環 境
■サーバーOS

■Webブラウザ−
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

Server 2003 64bit Edition
Server 2003
XP Professional
2000 Server
2000 Professional
NT Server 4.0
（SP3以上）
NT Workstation 4.0
（SP3以上）

UNIX版

Linux［glibc 2.1/2.2/2.3］
FreeBSD 4.x
［glibc 2.1以上］
Solaris 7/8/9

Windows

Internet Explorer 5.5 / 6.0
Netscape 7.0x / 7.1

Macintosh

Netscape 7.1
safari 1.x
Firefox 1.x

■サーバーハードウエア環境
CPU

Windows,Linux,FreeBSD※1

（最小）
Intel Pentium互換 300MHz以上

Solaris

（最小）
UltraSPARC2 400MHz以上
（SPARC版でのみ動作します）

メモリ

■Webサーバー

OSの動作環境以上
（最小）
20MB以上
（推奨）
40MB + 登録ライブラリの容量以上※2

ハードディスク空き容量

Windows版

Internet Information Services 4.0/5.x/6.0
Peer Web Services
サイボウズ Web サーバー 3.1
Apache 1.3.x（win32用）
（2.0.xでは動作確認を行っておりません。）

UNIX版

Apache 1.3.x / Apache 2.0.x

※1：Intel互換のCPUを搭載するIBM PC/AT互換機でのみ動作します。
※2：ライブラリの初期サイズは約1MBです。
（約500件のレコード登録が可能です）
登録レコード数によってライブラリサイズは増減します。
（1レコードあたり約2KBが目安です）
ファイルフィールドにファイルを登録した場合は、別に添付ファイル分の容量が必要です。
［参考］
レコード数10,000件のライブラリを10個作成した場合は、約250MBの容量になります。
空き容量が10MB以下になりますと、一切の操作が行えなくなりますのでご注意ください。

1.ホームページにアクセス

2.フォームに必要事項を記入

3.ご注文完了

http://d.cybozu.co.jp/デヂエの購入をクリック

画面上で必要事項を記入してください

商品をメール便にて発送します

■購入方法2 オフィシャルパートナーから＞＞http://cybozu.co.jp/partner̲system/partner/

【お届けするもの】
・ライセンスキー証明書
・納品書
・請求書

機 能 一 覧
■ライブラリの管理（ライブラリ管理者）

■システム設定（システム管理者）

○ライブラリ情報の設定
・ライブラリ名の変更
・ライブラリ位置の変更
・ライブラリ管理者の設定
・ライブラリメモの編集
・レコード編集のロック時間の設定

○ライブラリ一覧表/ライセンス
・ライブラリ一覧表
・ライセンスキーの登録
・ライセンスキーの購入履歴、引き落とし履歴
・システム情報の表示

○フィールドの設定
・文字列（1行）
・文字列（複数行）
・数値
・URL
・チェックボックス
・ラジオボタン
・メニュー（文字列）
・メニュー（ユーザー）
・日付
・時刻
・日付時刻
・ファイル
・イメージURL
・自動計算
・自動採番
・時間量
・時間計算
・自動ルックアップ
・フィールドごとの再利用制限
・フィールドごとのソートの設定
・フィールドのコピー New

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

http://d.cybozu.co.jp
サイボウズ製品の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

受 付 時 間：月〜金 9:00〜12:00/13:00〜17:30
（土日祝日を除きます）

◎お問い合わせ先

※サイボウズ、Cybozu、
サイボウズのロゴマーク、
デヂエ、Dezie 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。

○ライブラリの基本的な設定
・絞り込みの設定
・集計の設定
・リレーションの設定
・検索ルックアップの設定 New
・関連リンクの設定
・メール通知条件の設定 Up
・メール読み込みの設定
・レコードコピーの設定
・RSS通知の設定 Up
・レコードコメントの設定 New
○ライブラリの表示方法
・レコード一覧ビューの設定 Up
・カレンダー形式ビューの設定 Up
・カテゴリービューの設定 New
・書式・条件書式設定
・ライブラリビューのコピー
・フィールドレイアウトの設定
・デフォルトビューの設定
○画面のカスタマイズ
・デザインの設定 Up
・ヘッダ、
フッタの設定
・メニューの設定

Up

○ライブラリのアクセス権の設定
・ライブラリのアクセス権の設定
・高度な機能のアクセス権の設定
・フィールドのアクセス権の設定
・レコード一覧ビューのアクセス権の設定
・フィールドレイアウトのアクセス権の設定
・絞り込みのアクセス権の設定
・レコードコメントのアクセス権の設定
・
（すべて）
に対するアクセス権

○ユーザー管理
・サイボウズ Oﬃceシリーズ
（4/AG/6）
との
ユーザー情報の連携
・ユーザーの設定
・グループの設定
・ログイン方法の設定
・サイボウズ共通認証
○システム運用管理
・システム管理者の設定
・システム管理者用パスワードの設定
・ライブラリ及びフォルダ運用権の設定
・フォルダのアクセス権の設定
・サポート登録者の設定
・ライブラリ検索の設定 New
・共有リンク集の設定 New
○その他の運用管理
・メールサーバーの設定
・メンテナンス時間の設定
・システムログの表示
・ライブラリのアクセスログ
・ライブラリファイルの最適化
・実行環境の診断

い︒
せ く ださ

■ライブラリの使用（一般ユーザー）
・ユーザー認証
・ホーム画面の表示
（ライブラリの一覧画面）
・ライブラリ、
フォルダの操作
・Myリンクの設定
・ライブラリの位置表示
・ライブラリ基本情報の表示
・レコード数の表示
・絞り込みの選択
・レコード一覧ビューの選択
・集計の選択
・ソートの選択
・簡易検索
・フィールド別詳細検索
・ライブラリ検索
・複数レコードに対する高度な機能
・各レコードの閲覧/編集/追加/削除
・レコードの印刷/集計結果の印刷 Up
・マニュアルオンライン
・FAQオンライン
・RSS書き出し
・レコードコメントの書き込み New
・レコード印刷/編集結果の印刷 Up
・強制ロック解除 New

まか
ヂエにお
みは︑デ

ご 購 入 方 法
■購入方法1 ホームページから＞＞http://d.cybozu.co.jp/

業務の悩

Windows版

Microsoft
Microsoft
Microsoft
Microsoft
Microsoft
Microsoft
Microsoft

数
導入社
社
2,000
突破!

○ライブラリの入出力
・DBMファイル
（デヂエファイル）への書き出し
・CSVファイルの読み込み、書き出し
・メールからの読み込み
・ライブラリのテンプレート化
・ライブラリの削除
・XMLファイルへの書き出し
○ライブラリログ
・ライブラリログの設定
・ライブラリログの書き出し

60日間
無償お試し

「サイボウズ デヂエ」は、
ホームページからダウンロード
して、60日間自由にお試しできます。
（機能に制限はありません）

サンプル
無償提供

「サイボウズ デヂエ」のホームページから活用サンプル
ライブラリをダウンロードして、
自由に使用していただけます。

2005年10月現在

※記載事項は変更になる場合があります。

カタログコード： DK̲5-051017

http://d.cybozu.co.jp/

は、
お手軽Webデータベース。
「で、次のこと」へのアクションにつながります。
溜める、共有する、更新する、活用する。
デ ヂ エ は 毎 日 の 業 務を 行う上で必 要 な 情 報を 、 よ り最適に、より使いやすく、より効果的に活用するためのツールです。
みんなで使えるオープンな環境が、次の行動への アプローチを早めます。

営業進捗管理

クレーム 対 応 管 理

日

報

商談報告書

レンタル 管 理

営業の進捗状況も
カンタン把握! で、次のこと。

過去のクレーム情報の
検索も簡単! で、次のこと。

必要な項目だけを的確に
結果報告! で、次のこと。

日報のスタイルやフォームを
一元管理! で、次のこと。

過去から今日までの営業記録
も管理! で、次のこと。

いつ、
どこに、何が!
を把握できる。で、次の人へ。

ブラウザからの簡単操作だから、忙
しい営業マンもラクラク更新できま
す。いつでも「今」の状況が把握で
き、無駄な会議にさよなら。戦略立
案に時間がかけられます。

全社で最新のクレーム情報を共有
可能です。個人情報の保護もアクセ
ス制御でカンタン。ネガティブなク
レーム処理をポジティブに管理で
きます。

レコード登録者のアクセス権を使
えば、情報の保守がカンタンにでき
ます。未回答者の把握も可能です。
集計機能を使えば、結果の公開も
ミスなく実現できます。

「デヂエ」なら日報の提出もWeb上
で。だから、チーム・メンバーの行動
や結果も共有できます。ワンクリッ
クで集計すれば 、未提出者も一目
瞭然です。

問い合わせ者や見込み客を管理す
るライブラリを使えば、商談の進捗
状況も把握可能です。担当者が代
わってもリセットなしで継続的営業
活動が実現します。

主にパソコンなど、社内でリースし
ている備品を管理できます。レンタ
ル終了日や管理番号、それがどこ
で使われているのか、などを簡単に
管理できます。

あ なた は ︑
何 を﹁デヂエ化
﹂し ま すか ?

1

アンケート

図書管理

社員名簿

障害管理

社内FAQ

情報共有掲示板

「あの資料はどこ?」を撲滅!
で、次の人へ。

社員の「いま」を一元管理!
で、次のこと。

障害事実を共有して、
次のトラブル防止へ。

社内のノウハウを共有化!
で、次のレベルへ。

わたしも言いたい!
を実現して、次のステップへ。

製品に対する不具合などを管理で
きます。どの部分で、どんな障害が
発生しているのか 、その対応状況
など。不具合を漏れなく改修するこ
とに繋がっていきます。

社内での事務処理や各種手続き、
申請方法などについてのよくある
質問をデヂエで管理できます。デー
タ量が増えてきても、検索機能を使
えばすぐに目的の回答が見つかり
ますので便利です。

ひとつ のデ ータに 対するコメント
掲 示 板として利 用することで社 内
コミュニケーションも活性化します。
そしてデータのクオリティも向上し
ます。

社内資料の貸し出しや館内図書の
貸し出しを的確に把握できるのも、
データベースならではです。事故や
紛失を防止・管理できるから、安心
です。

全社員の顔写真・氏名・所属・役職
などの基本情報と、評価などの詳
細情報が入力可能です。人事担当
だけが 閲 覧できる設 定にすれば 、
情報秘匿も実現します。

その他、豊富な種類のサンプルをホームページに用意しています。

http://d.cybozu.co.jp/

2

他のデータベースには無いデヂエの特長的な機能。
5回のバージョンアップを経てきたデヂエは、サイボウズに寄せられたお客様のご要望をたくさん取り入れてきました。
その中でも、デヂエの特長的な機能をご紹介。

メール通知機能

集計機能

レコードの登録・編集・削除など

蓄積したデータに対し、合計値、

が行われたら、
関係するユーザー

平均値、最大値、最小値などで

データが
更新されました。

にメールで通知できます。
メール
通知を有効にする／無効にする

集計できます。その結果をソー
トすることも、簡易的なグラフに

更新

の切り替えも自在です。

売上 5,000万

表示することも、CSVファイルに
書き出すこともできます。

Mail

売上 2,000万
わ ざ わ ざ 、み ん な に 連

数値で見るよりグラフの

Mail

絡メールする必要なし!

ほうが 視 覚 的にデータ

ラクになるよね。

を把握できるね。

メールでお知らせ！

データを更新すると…

売上 3,000万

売上の集計も…

メール読み込み機能

グラフでわかりやすく表示します！

ログ機能

電子メールで送られたデータを、

ライブラリの操作やシステム管

そのまま読み込ませることが可

理の設定などについて、ログを

能です。添付ファイルにも対応

残しておくことができます。
「誰

していますので、撮影した画像

が」
「いつ」
「どの情報を」
「どの

をすぐにデータベースに登録で

ように扱ったか」
を把握できます

きます。

ので、
セキュリティ管理の面でも
安心です。

モバイル環境からでも画

ユーザー

ユーザー

Mail

像をデヂエに登録でき

ログ集計画面

ちゃんと閲 覧 記 録 が 残

ちゃう! これは便利だ。

るから、データの活用頻

携帯電話から添付ファイルを送信…

パソコンで確認！

度も確認できるね。

管理者

ユーザー

デヂエにアクセスすると…

コメント機能

サイボウズ製品との連携

New

デヂエに登録されているデー

サイボウズOfﬁce6/ガルーン

タひとつひとつについて、掲示

を既にご利用のお客様は、ユー
こうじゃないか？

ザーの共通認証をご利用いた
いや、
こうだろ？

を容易に実現します。

だけます。
また、
デヂエのデータ
に変更があった場合、そのお知
らせがサイボウズOfﬁce6/ガ

通知
ログイン

板のようにコメントをつけるこ
とができます。これで意見交換

時系列で利用状況がログに残ります！

デヂエでの変更を
Office6/ガルーン
に通知

変更

ルーン上に表示されます。
みんなで意 見 交 換でき

3

るから、無駄な会議も減

サイボウズ製品を社内

ることになるね。

で使っていると、デヂエ

様々な人からのコメントをうけて…

データの品質が向上！

への認証も楽だよね。

Ofﬁce6/ガルーンにログインしていれば…

デヂエへのログイン認証が省略！

4

デヂエの機能。
まだまだあります。デヂエの機能。きちんと基本をおさえて開発しているデヂエには、
検索やリレーション、アクセス制御と言った、データベースとしての基本的な機能も充実し ています。

ライブラリ新 規 作 成
ウィザードに従って簡単にライブラリを作成できます。

他ライブラリと連携させ、既存データを有効に活用できます。

画面遷移に従って必要項目を入力・選択するだけで、簡単に新
しいライブラリを作成することができます。また、入力項目は
18種類の豊富なフィールドタイプの中から選択することがで
き、それぞれの項目に対して制限値や初期値などを設定する
こともできます。デヂエはライブラリの作成から設定、データ
の出入力などを全てブラウザからの操作で行えるので、デー
タベースの構築に必要な専門的な知識がなくても、誰でも簡
単に素早くライブラリを構築することができます。

他のライブラリに登録されたデータ同士を、関連付けさせて利用すること
ができます。関連付けしたいライブラリのフィールドにリレーションを設
定し、ルックアップ機能を利用して他のライブラリのデータを取得します。
ルックアップ機能には、手動でデータを取得する方法の他に、自動でデータ
を取得する自動ルックアップ、検索してから該当するデータを取得する検索
ルックアップがあります。
また、更新されたデータを再度取得できる再ルッ
クアップ機能もあります。

ビュー の 切り替え
画面の見せ方を、
必要に応じて設定できます。
データの一覧画面であるレコード一覧ビューは、
必要に応じて切り
替えることができます。見せたい情報を見せたい並び順で表示さ
せたり、カレンダーの
ように時系列に沿った
表示や、カテゴリ−ご
とに並び替えて表示さ
せることも可能です。
さらに、強調したい文
字 の 色 や 大きさを変
更することもできます。

検 索・絞り込 み

5

社員マスタライブラリ

ライブラリ連携（リレーション・ルックアップ）

ライブラリ名を入力して

社員住所録ライブラリ

必要な項目をマウス操作で
選択していくだけ！

［デフォルトビュー］
アクセスした際に、始めに表示されるレコード一覧ビューを予め
設定しておくことができます。デフォルトビューでは、データの絞
込みやソート順をユー
ザ ー やグ ル ープ ごと
に 設 定 することが 可
能です。

［カテゴリービュー］
データ一覧の各項目を
カテゴリーとし、それを
軸にデータを分類する
ことができます。

アクセス 制 御

蓄 積さ れ た デ ータの 入 出 力
データの入出力で、他アプリケーションとも連携できます。
デヂエに蓄積されているデータを、CSVファイル形式のデータへ出力で
きます。既にExcelに蓄積されているデータをCSVファイル形式のデー
タにすることで、デヂエに入力することも可能です。デヂエに蓄積された
データをCSV形式のファイルに書き出すことで、他アプリケーションと連
携させることが可能になります。他にもdbmファイル＊ への入出力や、
XML ファイルへの出力などが可能になっていますので、情報の有効活用
の幅がぐんと広がります。
＊dbmファイルは、
デヂエ独自のデータベースファイル形式です。
デヂエのHPにて複数の
サンプルdbmファイルをご用意しております。
お客様の用途に合ったライブラリをダウン
ロードして読み込んでいただく事で、
すぐにデータベースとしての活用が可能となります。

RSS通知機能

デザイン変更

必要な情報のみを簡単に抽出できます。

情報への適切なアクセス権を細かく設定できます。

データの更新情報を RSS リーダーでチェックできます。

デザインを変更して、
データベースを華やかにできます。

蓄積されたデータを検索したり、情報を絞り込んで表示すること
ができます。
また、複数の条件を組み合わせたANDやOR条件の
検索や絞り込みも可能です。
よく利用する検索条件は、
「絞り込み」
機能を利用すると、
条件を毎回入力することなく絞り込みを切り替
えるだけで、
該当するデータを簡単に抽出することができます。

ライブラリのアクセス権、
フィールドのアクセス権などの各種機能
へのアクセス権の設定が可能です。
またフォルダ・ライブラリの追
加、
本運用・仮運用の切り替え権限をユーザー単位で設定すること
ができます。情報を蓄積できるユーザー、機能を使えるユーザー、
ライブラリを追加できるユーザー、
ライブラリを本運用にできる
ユーザーなどの権限を決め、快適な運用が可能となります。

ライブラリに新しく登録された情報を RSS で配信することがで
きます。RSS リーダーで購読の設定をしけておけば、ニュースサ
イトや Blog をチェックするのと同じようにデヂエのライブラリ
をチェックすることができます。
ライブラリを管理している人が
改めてデータの更新状況を告知する必要はありません。

ライブラリ毎に、10色のカラー
を始め、
サイボウズ Ofﬁce と同
様のデザインを選択できます。
おなじみボウズマンを始め、四
季・海・音楽シリーズなどからお
好みのデザインを選択し、淡白
になりがちなデータベースの一
覧画面に花を添えてください。
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