
サイボウズ安心サポート

Webページからもカスタマーサポートをご案内しております。

サイボウズ 
サポートメニューの
ご紹介

導入後に安心してご利用いただくために。

サイボウズ株式会社
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カスタマーサポートガイド
お客様のお悩み別に、サービスをご紹介いたします。 
ご利用になりたいサービスが見つかりましたら、 
指定されたぺージをご覧ください。

何から
始めればいいか
わからない！

利用手順が
わからない！

利用中に
トラブルが
起きた！

利用者に
使って

もらえない！

さらなる
活用方法が
浮かばない！

情報交換
できる
仲間が
いない！

社内でどうやって
使っていくか、
情報交換しながら
考えたい！

勉強会 10P

活用アイデアを
学んだり、
ユーザー様同士で
情報交換したい！

サイボウズコミュニティ 9P

オフィシャル
パートナーに
支援して
もらいたい！

パートナー紹介 8P

メールまたは
電話で
質問がしたい！

メール  /  電話サポート 6P

製品の使い方を
細かく
知りたい！

マニュアル 4P

自分で手を
動かしながら
基本的な機能を
学びたい！

セミナー 5P

Web上で
解決したい！

よくあるご質問 7P

活用アイデアや
イベント情報を
知りたい！

製品ブログ 11P

他のユーザー様や
サイボウズ社員と
情報交換したい！

ファンミーティング 12P

サイボウズの
制度や風土など

「働く現場」をご案内

東京オフィス
見学ツアー

サイボウズ社員や
ユーザー様の
生の声を知る

サイボウズ 
MAGAZINE

サイボウズ製品、
サイボウズの最新情報を

毎月お届け

メールマガジン
〈月刊cybozu.com〉13P 14P 15P

サイボウズを知る
サイボウズ製品やサイボウズのことを
知る情報をお届けするコンテンツも
ご用意しております。
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マニュアル

サイボウズ製品の使い方や設定方法など、

詳細な手順を記載したマニュアルを、

管理者/ユーザー毎にご用意しています。

PDFファイルで保存したり、

印刷してお手元に残しておくことも可能です。

マニュアルサイトへアクセス後、
ご覧になりたい製品のマニュアルサイトへ
ご移動ください。

セミナー

基本的な機能を実際に手を動かしながら学べる

ハンズオンセミナーから、利用テーマ別のセミナー、

どこからでも受講できるオンラインセミナーなど

多数ご用意しております。

1. 以下のキーワードで検索、または、QRコードから、
　セミナー一覧ページへアクセスしてください。

2.  受講したいサービス/地域をご選択ください。

3. 検索するボタンをクリックし、

　受講したいセミナーをお選びください。

4. セミナーの詳細ページから、お申し込み可能です。

　ぜひご参加ください。

ご参加方法

以下のキーワードで検索、またはQRコードから
マニュアルサイトへアクセスしてください。

ご利用方法

サイボウズ　マニュアル

サイボウズ　セミナー
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メール  /  電話サポート

「使い方がわからない。」

「トラブルが発生してしまった！」

些細な内容でもお気軽にお問い合わせください。

お客様の課題が解決するよう、

精一杯ご支援させていただきます。

画面を共有しながら、操作案内やトラブルを解決させていただく、

遠隔支援サポートもご用意しております。
※ cybozu.com共通管理者として登録されているお客様のみご利用可能です。

よくあるご質問

お客様からよく寄せられるご質問と

その答えを公開しています。

機能や利用方法、活用方法に加えて、

利用中のトラブルの解決方法などについても

ご案内しています。

ご利用方法

1. cybozu.com共通管理者に設定されているユーザーで

　製品へログインします。

2. 画面右上の「歯車アイコン」（kintoneでは「はてなアイコン」）を

　クリックし、「お問い合わせ」を選択します。

3. お問い合わせページから、メールフォームまたは、

　電話番号をご確認ください。

受付
時間

月～金曜日 （祝日・年末年始は除く）
9：00～12：00、 13：00～17：30

以下のキーワードで検索、またはQRコードから、
よくあるご質問のページへアクセスしてください。

よくあるご質問サイトへアクセス後、
ご覧になりたい製品のページへ
ご移動ください。

ご利用方法

サイボウズ　質問
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パートナー紹介

製品・サービスを十二分に活用いただくため、

開発、設計、教育など、お客様が必要なメニューを

サイボウズオフィシャルパートナーが全力でご支援します。

パートナーからご契約いただいている場合は、

現在お取引のあるパートナーにご相談ください。

サイボウズコミュニティ

サイボウズ  Office を活用するための情報が満載。

活用Tipsが公開されているだけではなく、

ユーザー様同士で情報交換もできる

コミュニティサイトです。

以下の２つの方法がご利用いただけます。ご利用方法

以下のキーワードで検索、またはQRコードから、パートナー一覧ページへ
アクセスし、ご希望の製品、地域、サービスをお選びください。

1. パートナーを探す

サイボウズ　パートナー一覧

以下のキーワードで検索、またはQRコードから、パートナー選定支援サービスページへ
アクセスし、ご相談内容を記入の上、お申し込みください。
お客様のご相談内容に応じて適切と思われるパートナーをご案内いたします。

2. パートナー選定支援サービスを利用する

サイボウズ　パートナー選定

以下のキーワードで検索、またはQRコードから、
サイボウズコミュニティへアクセスしてください。
メンバー登録もお待ちしております。

ご利用方法

サイボウズコミュニティ

●  質問や書き込みなど、ユーザー様同士で交流いただけます。
●  ワークショップの資料など限定コンテンツをご覧いただけます。
●  投稿にコメントをすることができます。

メンバーになると？
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勉強会（ワークショップ）

各回テーマに沿って、製品活用に関して

他社の事例をもとに学んだり、社内でどうやって

使っていくかを考える場をご用意しております。

製品の導入を担当されているお客様におすすめです。

ぜひ一緒にご利用される仲間とご参加ください。

製品ブログ

便利な活用Tipsやイベント情報、

サイボウズ社内での

サイボウズ製品の使い方など、

各製品のお知らせ情報を

プロダクトチームからお届けします。

以下のキーワードで検索、またはQRコードから、アクセスしてください。

サイボウズ Office

kintone

Garoon

メールワイズ 

ご利用方法以下のキーワードで検索、またはQRコードから
アクセスし、開催テーマや開催日をご確認ください。

ご参加方法

サイボウズ　ワークショップ

●  管理者入門編　●  来年こそはワークフロー
●  ビギナー必見 社員が教える初めに知っておくべき5つのポイント　 など

過去の開催テーマ

ご参加いただける場合には、申し込むボタンからお申し込みください。 サイボウズ　タイムライン

kintone hive online

グループウェアNEWS

顧客満足度向上のススメ
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2019 みんなで話そう、
サイボウズ管理者の
業務改善

ファンミーティング

不定期で開催されるため、開催が決まり次第、サイボウズ公式SNSでご案内いたします。

ご参加方法

東京オフィス見学ツアー

サイボウズとユーザーの皆さまが

チームになって、普段の業務や社内の

チームワークの改善について、

話し合っていただける特別なイベントです。

ユーザー様同士、サイボウズ社員と

繋がりたい方はぜひご参加ください。

サイボウズ公式 Twitter ユーザー様向け Facebookサイボウズ公式 Facebook

これまでの開催レポートもぜひご覧ください。

サイボウズでは「チームワークあふれる社会」に

貢献するため「チームワークあふれる会社」でありたいと

日々チャレンジしています。

オフィス見学ツアーでは、

サイボウズの制度や風土、オフィスの役割などを

ご紹介するとともに、執務室内など「実際の働く現場」を

ご案内しております。

ご参加方法
以下のキーワードで検索、またはQRコードから
アクセスし、お申し込みください。

サイボウズ　オフィス見学

サイボウズ　ファンミーティング
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2018 in Cybozu Days

チームで
楽しく働ける
オフィス作りを
ご紹介

オンラインと
リアルの
コミュニケーションを
両立する
工夫とは？

オフィス改善に
関する
イベントも
定期開催♪



サイボウズ  MAGAZINE

サイボウズで働いている社員や、

製品を利用している

ユーザー様の生の声など、

ユーザー様にお楽しみいただける

コンテンツをFacebookでお届けしています。

メールマガジン〈月刊cybozu.com〉

各製品の最新情報を毎月メールで配信しております。

イベントやセミナーの情報から、活用アイデアといった

Tipsまで多数のコンテンツをご用意しております。

サイボウズ社内の出来事を描いている漫画も配信中。

以下のQRコードからアクセスしてください。

フォローやいいね、お待ちしております！

ご利用方法

サイボウズ  MAGAZINE 
人気投稿

サイボウズでは
こんな風に
自社製品を
使っています！

メルマガ担当を
しています！！

ご登録時にお知らせを受け取るに設定された場合、

ご登録いただいているメールアドレスに配信いたします。

メールが届かない場合は、

「サイボウズドットコム ストア」もしくは、「cybozu.com 共通管理」から、

お知らせを受け取るを有効にしてください。

ご利用方法

Webページからも
メールマガジンを閲覧できます。

ぜひご覧ください。
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サイボウズ安心サポート

Webページからもカスタマーサポートをご案内しております。

サイボウズ 
サポートメニューの
ご紹介

導入後に安心してご利用いただくために。

サイボウズ株式会社
※サイボウズ、Cybozu、サイボウズのロゴマーク、Garoon、kintone、サイボウズ Office、メールワイズ はサイボウズ株式会社の登録商標です。
※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、こちらをご参照ください。
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