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10名から数万名まで

現場にも管理職にも浸透する

サイボウズのグループウェアです

ISO/IEC 27017取得
大切なデータを保護

Garoonは情報セキュリティマネジメント
システムについてISO/IEC 27017を取得
しています。

FISCの安全対策
設備基準に準拠

Garoonのサーバーを管理しているデータ
センターは、FISC（公益財団法人金融情
報システムセンター）の安全対策設備基
準を満たしています。

遠隔を含めた
4重バックアップ

ハードディスクの冗長化、ミラーリング等
の対策に加え、14日分の差分バックアッ
プを保管。 東西のデータセンターでの遠
隔バックアップも実施します。

認証登録番号: CLOUD 715091
認証登録範囲: Garoon、kintone、サイボウズ
Office、Mailwise、cybozu.comの提供に係るク
ラウドサービスプロバイダとしてのシステム運
用・保守に係るISMSクラウドセキュリティマネ
ジメントシステム

https://garoon.cybozu.co.jp/about/groupware/cybozu/詳しくはこちら

数万人でも安心して
使える国産グループウェア

大規模組織でも使いやすい管理機能が
あり、数千名規模での導入実績が豊富で
す。製造・サービス・公共機関などさまざ
まな業種でご利用いただいています。

ユーザーも
管理者も使いやすい

ITが苦手な人でもわかりやすいUIなのでス
ムーズに運用開始できます。多くの人が使う
グループウェアだからこそ、使いやすさにこ
だわっています。

連携製品やプラグインにより、kintoneや
Microsoft 365などと連携できます。複数
の製品をシームレスに繋ぐことができ、社
内システムの入り口として利用できます。

kintoneや
Microsoft 365など 
他システムと連携

組織の風土を変えるサイボウズのグループウェア

株式会社 Too 様

情報が共有され、議論が始ま
り、ビジネスが進んでいきます。 
いままで使っていたグループ
ウェアでは、起こりえなかった
動きです。

ネグロス電工 株式会社 様

意思決定のスピードが格段に
上がり、以前よりも風通しが
良くなったことは間違いない
です。

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/
cases/too/

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/
cases/negurosu/

※：2022年ユーザーアンケートより

サイボウズの企業理念は「チームワークあふれる

社会を創る」こと。単なる情報伝達ツールでは

なく、チームワークを向上させる基盤として20年

以上グループウェアを開発してきました。

「一部の部署しかシステムを使いこなせていない」「人に
よって知っている情報が違う」など、社内に情報格差
が生まれていませんか？

Garoonはパソコンが苦手な人でも迷わず使えるよう設
計されています。 スマートフォンからも利用可能。 ITリテ
ラシーや職種によらず、社員全員に情報が届きます。

誰でも、どこでも、いつでも
情報を共有できる

「組織が縦割りで連携できていない」「部署を横断する
プロジェクトが進まない」などの課題はありませんか？

Garoonならそれぞれの部署が持っている情報を見える
化できます。 情報がオープンになることで社員が主体的
に動き、ビジネスのスピードが加速します。

オープンな情報共有で
社員が主体的に動きだす

94

02 03

OGar説も竹

京都大学
KYOTO UNIVERSITY 

N日能研
一

7,000社 310万人の導入実績

忌Ey王さ~"- Qu~~!e~;h~x t J: COM 

←̀n 宮＝宮ごも
図一 0

し口っ已三『コ

肌を治すチカラ

tnuHI 昌 阪急阪神ホールテイングス
8本一のお人ゼ人県

選ばれる理由

使いやすい
※ 

% ; --▲三—t t--

— 口
..... `―トスペース こ

- Aプロジェクト進捗報告スレッド暑目璽

互—―- 0』>

：三［
--------------------------~--------------------------
直 □ 国

｀四＝』2 二こ

-
゜高い信頼性のクラウド基盤

゜ ゜

https://garoon.cybozu.co.jp/about/groupware/cybozu/
https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/too/
https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/negurosu/


目次

トップ画面の表示内容を自由に
カスタマイズできます。

→P.06

ポータル
チームや個人の予定を共有でき
ます。 各国のタイムゾーンに対応。

→P.08

→P.10

スケジュール
会議室や備品の予約管理ができ
ます。 スケジュールとも連携。

→P.08

施設予約

申請業務を電子化。 60種のサン
プルフォームがあります。

→P.09

ワークフロー※1

社内通達をスピーディに掲載で
きます。

掲示板
Eメールを使わずに社内のメン
バーとやりとりできます。

→P.10

メッセージ

→P.17

→P.12

プロジェクトの連絡やタスク管理
ができます。

→P.11

スペース
社内文書の共有ができます。 
バージョン管理も可能。

ファイル管理
アプリケーションを横断して検
索できます。

→P.12

全文検索※1※2

→P.12

報告書や議事録を作成できます。
スケジュールとも連携。

→P.12

マルチレポート※1

ブラウザを閉じていても通知が
届きます。

デスクトップ
リマインダー※1※3

（Cybozu Desktop 2） スマートフォンやタブレットに適
した表示ができます。→P.13

モバイルアプリ/
モバイルビュー※1※3

日・英・簡・繁の4言語に対応。
タイムゾーンも利用できます。

→P.13

グローバル対応
伝言メモを送れます。 任意の
メールアドレス宛に通知も可能。

電話メモ

組織ごとに共有のアドレス帳を
作成できます。

アドレス帳
個人のタスク管理ができます。
スケジュールとも連携可能。

ToDoリスト
よくアクセスするファイルや掲示
を登録できます。

お気に入り

よく使うリンクを他のメンバーと
共有できます。

リンク集
在席状況を他のメンバーに知ら
せます。

在席確認
Garoonの機能を簡単に拡張で
きる仕組みです。

→P.17

プラグイン※4

他製品連携やカスタマイズで利
用できるAPIを公開しています。

連携API※1 ※1：ワークフロー/マルチレポート/モバイルアプリ/モバイルビュー/全文検索/デスクトップリマインダー（Cybozu 
Desktop 2）/連携APIについて、パッケージ版 Garoonでは「サービスライセンス」をご契約中のお客様がご利用いた
だけます。 サービスライセンスについてはP.19をご覧ください。 クラウド版 Garoonでは全てのお客様がご利用いた
だけます。

※2：パッケージ版 Garoonで全文検索を利用するには、別途サーバー構築が必要です。
※3：モバイルアプリ/デスクトップリマインダー（ Cybozu Desktop 2 ）は別途クライアントソフトのインストールが必要です。
※4：プラグインはクラウド版 Garoonでのみご利用いただけます。

ユーザー管理

運用管理

サポート

P.14

P.15

P.16

連携製品・プラグイン・JavaScript / CSS カスタマイズ

kintoneとの連携

他製品との連携カスタマイズ例（Microsoft 365連携・Web会議連携）

P.17

P.18

P.19

セキュリティ

運用基盤

P.20

P.21

移行実績のある製品・移行プロジェクトの流れ

移行事例

グループウェア移行の落とし穴

P.22

P.23

P.24

クラウド版 Garoonの価格

パッケージ版 Garoonの価格

P.26

P.27

自分宛の通知をアプリケーション
を横断して確認できます。

通知一覧
Garoonへのアクセス時間から
出社/退社を自動記録します。 

タイムカード
個人のメモやファイルを保存
できます。

メモ

マルチアカウント対応のWebメー
ラーです。

メール
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用意されているパーツを組み合わせて、表示内
容やレイアウトをカスタマイズできます。ドラッ
グ&ドロップ操作で設定できるので簡単。アク
セス権の設定も可能です。

Garoonにログインすると最初に表示されるトップ画面。 その日の予定や通知などをまとめて表示できます。 
表示内容のカスタマイズ、複数のポータルの作成も可能。 社内の情報やシステムを1か所に集約できます。

https://garoon.cybozu.co.jp/function/detail/portal/詳しくはこちら

https://garoon.cybozu.co.jp/documents/Garoon_wp_portal.pdfポータルの事例集はこちら

https://garoon.cybozu.co.jp/lp/portal-gallery/詳しくはこちら

ワンクリックでポータルが作成できるテンプレートをご提供しています。
ポータルギャラリーをご確認ください。※1

※1：ポータルテンプレートはクラウド版 Garoonでのみご利用いただけます。

HTML/CSSを利用してより自由なデザインの
ポータルを作成することもできます。 例えば社
内の手続き方法をまとめたポータルを作成すれ
ば「あの手続きはどこで申請するんだっけ…」と
探す時間を削減できます。

Microsoft 365やkintoneなど、他のシステムで
管理しているデータやグラフをポータル内に表
示すればダッシュボードとしても利用できます。
SNSのタイムラインや動画などの表示も可能
です。

Garoonの各アプリケーションの情報をポータ
ルに表示できます。 例えば「掲示板で掲示した
社内通達の一覧」「ファイル管理で共有した社内
文書の一覧」などを配置できます。 ポータルに
表示させることで、社員への情報周知がしやす
くなります。
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ユーザー機能 ポータルの利用例
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主な機能

●ドラッグ＆ドロップ操作で作成 ●ポータルを複数作成 ●アクセス権の設定

●テンプレートから作成 ●最初に表示するポータルを設定 ●管理権限の移譲

• HTM L/CSS/ J avaScr iptで作成 ●ユーザー独自のポータル作成 ポータルの

テンプレートを配布中
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チームや個人の予定を共有できるグループスケジューラーです。 会議室や備品管理ができる施設予約もあわ
せて使えます。 メンバーや施設の空き時間を見ながら予定を登録できるので、日程調整が効率化できます。

「稟議書」「交通費申請」「休暇申請」など社内の申請業務を電子化できます。 60種類以上のサンプルフォー
ムがあるのですぐに運用開始できます。

https://garoon.cybozu.co.jp/function/detail/schedule/詳しくはこちら

Garoonのマルチレポートとあわせて使えば、
スケジュールからワンクリックで議事録を作
成、配信できます。

ZoomやTeamsなどWeb会議システムとの連
携、GoogleカレンダーやOutlookなど他のス
ケジューラーとの連携ができます。

※他システムと利用して使う場合は「連携製品」「プラグイン」「カスタマイズ」のいずれ
かが必要です。 詳しくは19ページをご覧ください。

JavaScriptカスタマイズを行えば、さらなる機能追加やkintoneとの連携ができます。

https://garoon.cybozu.co.jp/function/detail/workflow/詳しくはこちら

パソコンが苦手な方でも迷いなく使える申請フォーム。
業務にあわせて自由に作成できます。

交通費を検索し、ワンクリックで申請フォームに入力で
きます。

休暇や出張など予定と関係する申請は、承認後に自動で
スケジュール登録されます。

モバイルアプリを使えば承認依頼がプッシュ通知で届
き、その場で承認できます。

ワークフロー承認後に
掲示板に投稿

ワークフロー承認後に
別のワークフローへ
内容を転記

08 09

笹スケジュール・施設予約 ’ワークフロー
I,-

丑： 0Garoon n 公 0 0 V- 0 0 0 ＾佐藤昇 V 釈品内を検索 Q • |I 

コスケジュール グループ日 グループ週 日ー月 年
わかりやすい申請フォーム 路線検索と連携
凸ワークフロ一 ●鱈の作咸（●●フォームの遍択I

一巳予定を登録する tヽ予定を調整する ：三出欠確認の一覧邑印刷用画面国オプション•複数予定登録： ON -

9選択コーザー） よ•田・ ユーザー／施設の選択 2020年07月26日（日）舗 ｫ ◄ 今日 ► ｻ ォブション・

ピ］セ佐藤昇 I ELJohnDoe_J〇鈴木太郎 EL松田環奈:J + 
07/26 （日） 07/27 （月） 07/28 （火） 07/29 （水）

→Z3戸給休暇（加藤）豆i ～団ヨ大阪（佐藤•松田）a

10 

社 1叛支社 1 109•OOm 新卒3次面：

・田巴士伸叫～四00分」

5

6

7

8
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l

l
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タイトル戸グ,~ブ”””'”“

メモ l ．ワークフロー活用
コメントのルール
スペース●●

07/26 （日） 07/27 （月）

ー •百旧設定

T
 

07/30 （木）

07/28 （火） 07/29 （水） 07/30 （木）

|スケジュール検索 Q I 詳織検•

07/31 （金）

07/31 （金）

08/01 （土）

08/01 （土）

“ ◄ 今日 ► ” 

申調の作成1申請フォームの選択）

ー● 内容の入力 • 経路の設定 • 内容の讀認

●鴫フォームを還択してください．

• 1 ルートI,.... 

● 1 つ上へ 経題饒遵

サプカテゴリー

• （＊分畢）

か旅費●蹟（スケジュール遍携J9カ＇ _. 
予定の一郡項目の内容を r旅

ームです。

が旅費／交週賣精算（近郊I
近の旅費交通賣の精算時

が通勤交最費申讀
遇勤交通費の●鯛9こ利用しま

B」所変更に伴う●＂は、住所

承認後にスケジュール登録

；；印閾用圏面 X <I；；；一覧から渭唸する

0 スケジュール1こ予定が白動3"されました．（予定を惰認）

出張申請（国内） （大阪出張 (8/10-8/11))

!"No.2007出張 3 出蛋甲而（国内） （大阪出蛋 (8/10-8/ 11))

●誌内容

甲函言C如zu Garoon 

,,,~日

.I雌＂

2020年07月 30日

コグループ遇●示 予定の諄●

国巳コ情報システム部定例

日時 2020年07月 28日（火） 14:00 ~15,00 

i1 202会濃室

参加著 (7名）

シンプルなフォームで
迷わず申請できます

、 下冨巴として虹9る キャンCl"'

『が鰐費／交週費輌算 1近郊）』

優先度 ●定なし・ . 

標願' 日=:J·

出••四
水●●

•：●釈西］

●鯛名 ..伍塵昇

一 5
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2
 

. , —— 
園
•
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主万主賞 Iサイポ9ズ●式会社賽●オフィス

叩 i•• 叶＠片遍Ott復ド遍嘱ー●●三●●ー大m -..メ l 巴二円←●●●●

スマートフォンで承認

メモ 惰霰システム部をこの時間で行います。

議題がある方は事前にコメント襴に書き込みをお願いします。

添付ファイル Iii情賢システム部中期計画—,ec03.pdf (a pplioat,oa/pdf)［詳細］ 206 KB 

皇".I.佐藤昇 2020年o,月27 日（月） 1l:39 更斬書.I.佐藤昇 202呼07月 27日（月） l3•47 

l ＠宛先指定

アジェンダ
情報システム部中期計画レピュー
TY会渥システムの導入について
セキュリティソフトの入れ替えについて
標的型攻撃訓練について

一

加麗美咲

●讀El
衣た0年09月 15日（火） 9414 

所属纏織

システム本部 必ず、［説明lを確認してください．

●予定の登録／閲覧 ●施設予約

●繰り返し予定 ●天気、六曜の表示

●期間予定 ●ドラッグ＆ドロップ操作

●共有予定

●出欠確認

●コメント機能

●ファイル添付

主な機能

社目呂呂

所民 1さ システムコンサル

期間

出張先

目的

g●●する X 間●Tる 0m,1用する...ごの予定から桜ける笹印●用●●匡オプション・

ロ 1• 19|；中1 大阪出張 (8/10-8/11)

軍● 2020年08月 10臼（月） 00 :00 ~2020年08月 11日（火） 23:59 

●加● (l名） よ佐 n

大阪オフィス 1 メモ hn応／）⑤roon.qいmomlgi""t氏m/V知．凶ポd=1⑱社1=995

新社内グループウェアの設定準織

●i Cal形式での書き出し

●アクセス権の設定

• To Do連携

●マルチレポート連携 主な機能

●代理申請、代理承認

●申請経路の変更

●承誇、回覧状況の確認

●申請経路の共有

●条件分岐

●承認者の初期値を設定

●決裁番号の設定

●アクセス権の設定

●管理権限の移譲

マルチレポートと連携 Web会議•他システム連携 カスタマイズでさらに便利に

恥
｝ カスタマイズによる

機能追加例
冒

“_~.」
日

. 
:[•,; 

冒 →k i n tone との連携については

18ページをご覧ください。
“_~.」

゜ ゜

https://garoon.cybozu.co.jp/function/detail/schedule/
https://garoon.cybozu.co.jp/function/detail/workflow/


Eメールを使わずに社員同士のやりとりができるコミュニケーション機能です。 メッセージと異なり、複数のス
レッド（ディスカッション）でのやりとりや、タスク管理が可能です。 部署を横断するプロジェクトの情報共有や、
チーム内の業務連絡におすすめです。

https://garoon.cybozu.co.jp/function/detail/space/詳しくはこちら

Eメールを使わずに社員同士のやりとりができるコミュニケーション機能です。 リアクション機能やメンションに
より、Eメールよりも気軽なやりとりができます。 宛先に指定された人のみが閲覧できるため、閲覧範囲を限定して
連絡したい場合におすすめです。

https://garoon.cybozu.co.jp/function/detail/message/詳しくはこちら

Q：社内外の連絡に複数のツールを使い分けるメリットはなんですか？
　A：社外はEメール、社内はメッセージ/スペースと分けることで、Eメール誤送信による情報漏洩を防止できます。
Q：情報が探しづらくなりませんか？
　A：アプリケーション横断して利用できる全文検索で目的の情報を探すことができます。

その辺で立ち話／秘密の相談 まさに紙の掲示板 会議室でディスカッション

システム更新のお知らせや、労務に関する連絡など全社に向けた通達を行えます。 ポータルに通知が届くので、
Eメールを使わずに社員へ周知できます。 コメント機能で掲示に関する質疑応答も可能です。

https://garoon.cybozu.co.jp/function/detail/bulletin/詳しくはこちら

10 11

鴫メッセージ 〇スペース

●メ9セ―, ..... メッセーツの●●

頃置更する＆•先奮裏更9 る O•付"伍—• om'·'”X●●する国オプシ 9 ン・ 厄●知 ・

慣報システム部 • 縫匿部遭餡帳

羞出人・＆●●昇勾19年099048 9*) 9536 

•売 : （ 10人）よ山●太.ょ...&•り"X0 よ井●●●よ松●●奈』•沼• ＆●●●太よ言亭●●よ小"夏紀&....

<>•• 

上添付99イルの一緬ダウンロード・

●寅先重定 愈 9キスト〇●式編集

訂日緊急で必●だったので，疇て●えでmした●Uがあり●,.
こちらについては東9分の●●と合わせる形で閃·ないでしょうか？

・衣●を●付しており零ず、

新年度情報システム部歓迎会費用精算

●●人よ●●昇 2020年07月 278 （月） 99.36 

●●●斬• ..佐藤昇 2020年07月 278 （月） 9949 

宛先 (6A) ..佐....上hn 灰冷..如籐甍•..#......松●●奈..山●太●

a•• 

本年度もどうぞ宜しくお●い●します．

さて．遍れてし●い●したが．鰍迎会の賣●渭●をさせて頂きます．

お一人と改心日を私までお支払い頂Iす完すケ謬Lヽです．宵 1 ヽ＜お●い

一共有ToDo 社内システム相談受付 + 

| QI 情報共有システムリニューアルプロq

ピディスカソノョンを追り：＿」 目的

〇すぺてのスベース）全般） ¢情報共有システムリニューアルプロジェクト ）共有ToDo

メンパー 16人 A総務ll\l~情報システム担当者.l.yamada.&.John Doe.&. 井東暁誉.I.松田環奈.I.鈴木拓也.&.佐藤

情報共有システムリニューア
ルプロジェクト

▼各部からの希望取りまとめ

開発部

経理部

営業部

► 使用終了

契約・規約確記

l ．各部門の攀絡効率化

2 情報共有による各秤ノウハウの共有

3 ワークフロー等の導入によるガパナンスの向上

スケジュール

一
備考

※ユーザーヒアリングは1 ヶ月かかる
※ 5月のCloudEXPOで情報収集できそう

※審議会スケジュールは要碑認

メンバー 16人 A総務部メ憐報システム担当老.1.yamada .I.Joho Doe .I.＃東暁董.I.松田環奈

ディスカッション ＇：：：置社内システム相談受付 + 

| Tooo• | Q| 

未完了 (12) 完了

●遅延（2) 今日 (2)

●期閤内（5) 節切なし (3) 綿切日

担当看 | 06/01 （月）
.l佐藤昇 {2) 07/20 （月）

一9■
（未設定） ( 1) 07/22 （水）

上海外孝之 (2)
07/22 （水）

08/28 （金）

よ坂上深音(1)
10/01 （木）

上Z撮鑓太 (1)

社内向けシステム調査票挺出

移行ロードマップ作成

現状鳴章

主な機能

●宛先変更

●閲覧状況の確認

●宛先／本文の変更許可

●書式編集

●ファイル添付

●コメント機能

●更新通知の解除

●メールヘの転送

●別のメッセージヘの転送

主な機能

●宛先変更

●複数ディスカッション

●ディスカッションのフォロー

●書式編集

●ファイル添付

●コメント機能

●スペースヘの参加／退会

●公開／非公開の設定

●共有ToDo 

゜
゜

日掲示板
メッセージ・掲示板・スペースの違い

鴫メッセージ 日掲示板 〇スペース

口掲示板）情報システム部からのお知らせ 口撼示薔(9しート） 輪編システム圏 蠅示の算鱈

直掲示を書き込むヽ更新通知を設定する国オブション・

官変更する ⇔移動する 111涵付ファイルー買 C洒9,'用するは閲賣状況 1618I l!lファイルに出力する X99鰍する 固

更斬通知を●●する

ルート、

掲示開始待ち

下8き

総務部からのお知らせ、

広報部からのお知らせ

経理部からのお知らせ、

情報システム部からのお知らせ

▼営業部からのお知らせ、

第 7 営業グループ

第2営業グルーブ

企画部からのお知らせ、

経営管理部からのお知らせ、

メモ
情報システム部からのお知らせを掲粧します。

1-6 

タイトルニ 内容

口眉ノートPC交換のこ案内 ノート PC交換のI

日システムメンテナンスのお知らせ

日術情報システム部アンケートZ:. 情報システム部

口眉貸し出し品の保管場所変更の．．． 貸し出し品の保

日マクロファイル利用時の注意事項 マクロファイル

i;iJ I障害Jネットワーク遅延 10時ころから本社

1ｷ6 

システムメンテナンスのお知らせ

カテゴリー ●●システム•

●出人 ●●システム•

＂圧a● ざわ3年09月 96日 9*1 9948 

．．日● ：ぬ21 ●05月 93日 9木） 97A9 

・京●● ●●●定なし

サーバーメンテナンスのお知ら●

メンテナンスに伴い、下紀の過9web サイトの

閲覧および全サービスを一略休止いたします．
社員の●●にはこ不●をおかけいたしますが、こ了承くださいますようお●い●し上げます．

また●霊お客様へのこ稟内をお願いいたし 9T.

■wobサイトの体止日●

コーポーレートサイト
2021 年03月06日ほ） 90.oo~ 20. oo 
お問い合bせフォーム
2021 年03月07日（日） 90.oo~ 92. oo 
ヘルプサイト
2021 聟03月07日（日） 92 :OO~ 98: 00 !91且璽＇ 一利用例

●宛先の人のみ閲覧可能

●個人情報に関すること

●人事関連
●プライベートなこと

ゞ］：
●カテゴリ別の
アクセス権設定が可能

●健康診断のお知らせ
●定時退勤日のお知らせ
●システム更新のお知らせ

叩
●公開に設定すれば
宛先以外の人も閲覧可能

●複数スレッドを作成可能

●部署内の連絡や相談
●部署を横断する

プロジェクトのやりとり

主な機能

●カテゴリーの設定

●閲覧状況の確認

●掲示期間の設定

●書式編集

●ファイル添付

●コメント機能

●アクセスの設定

●管理権限の移譲

● csvの読み込み／書き出し

゜

https://garoon.cybozu.co.jp/function/detail/message/
https://garoon.cybozu.co.jp/function/detail/space/
https://garoon.cybozu.co.jp/function/detail/bulletin/


社内文書を共有できます。 バージョン管理機能に
より、更新状況が簡単にわかります。 過去のバー
ジョンに戻すことも可能です。

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/function/
detail/cabinet/

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/function/
detail/schedule/#detail_04

会議の議事録や商談の報告を共有できます。 スケ
ジュールやアドレス帳と連携することでより便利に
利用できます。

詳しくはこちら
https://cybozu.co.jp/info/
desktop2/

Garoonの通知や予定の開始時間をデスクトップの
ポップアップで受け取れます。 ブラウザーを起動し
ていなくても、Garoonの新着情報に気づけます。

Garoon内の情報を、アプリケーションを横断して検
索できます。 WordやPowerPointなどのファイル内
の文字も検索でき、必要な情報がすぐ見つかります。

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/function/
detail/useful/#fulltext

iPhone、Androidに対応したモバイルアプリを利用
できます。 スマートフォンのブラウザからモバイル
に適したビューで表示することもできます。

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/
function/mobile_remote/

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/function/
detail/global/

日・英・簡・繁 4言語が利用できます。アプリケーション名
やポータル名なども各言語ごとに設定が可能です。

会議の予定、チームメンバーからの連絡、ワークフ
ローの承認依頼など、新着情報は通知欄にまとまっ
て届きます。 通知を見れば次にやるべき業務がわか
り、仕事が進みます。

会議参加者へ連絡したい、通達について質問したい、
議事録を送りたい、そんなときは各機能についている
コメント機能で連絡できます。 言及したい情報のすぐ
そばでやりとりできるので、コミュニケーションがス
ムーズです。

世界各国のタイムゾーンを反映できます。 時差がある拠
点とのスケジュール調整やコミュニケーションがスムーズ
に行えます。

新着通知

12 13

鼠l ファイル管理 ii全文検索 口モバイルアプリ／モバイルビュー 謡グローバル対応

四ファイル嘗理（ルート） 情緩システム部）会議室の餃鐵マニュアル

B ファイルを追加する 、更新通知を設定する込まとめてダウンロードする

ルート

●情霰システム部ヽ

社内ITシステムマニュアル、

会•室の設傭マニュアル

新規導入ツールの資料•

► 経営嘗理部ヽ

► 営業部、＇

閃発本部

●総務部ヽ

攘定集

経理部、＇

企ii部

人事部

広帳部

大阪支社

固オプション▼

メモ
＊マニュアルを読んでも分からないことがあった場合、
通常⇒メッセージで情鞭システム部にお問い合わせください
緊念⇒ ［内線00201 ヘ

1-5 

aP五巨
タイトルェ ファイル名ニ

1111 設備の操作方法pdf 1/l l!l 投11の操作方法．pdf

IIII 設価利用の注意点．pdf 1/,)とi 骰備利用の注意点．pdf

IIII ブロジェクター利用手順pp奴 凶凶 ブロジェクター利用手順pp

1111 テレビ会議システム利用手順ppt, 1/,) 1/,) テレビ会議システム利用手•

”` 沖,__―`’`― -Aヽ rm r .9 怜9-·―‘’｀デー4ヽ

0

0

0

0
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Gar如 5G冨om5c呵曲t函zu“ 『G箪“m 5』にしかない糧● 15 認証●●『G富mm

’' は、さ●ざ●な認a方式［C四•認、に以m忍a、漏●変●認証）に対応しているので、シングルサ
インオン製品との遍●や、 naw; へ」ツ・99·zaを使用した•可●●が可●です． 『Garoo1 5』 ●体に
も、シングルサインオン讐●を搭鼈してい置す．
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95OO•99切
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9A社欠約更斬

OOOO•90® 
ブロジェクタ予約
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日・英・簡・繁 4言語対応

タイムゾーン

主な

機能

●ファイルのバージョン管理

●更新通知の設定

●アクセス権の設定

主な

機能

●アプリケーションや期間、
更新者で検索対象を絞り込み

●ファイル内の文字を検索

主な

機能

●プッシュ通知

● Garoon各機能の操作

●スマートフォンに適した画面

゜ ゜ ゜ ゜
マルチレポート 回 デスクトップリマインダー

(Cybozu Desktop 2) 

3 マルチレポート 2 レポートの詳細

⑰変更する よ通知先を変更する 1111添付ファイル一覧〇再利用する 唖印刷用画面 X削除する

議事録① （会議：グループウェア移行プロジェクト）

作成者

最終更新者

公開先

参加者以外の通知先

関連する予定

参加者

相手側の移加者

.L佐藤昇 2020年02月04日（月） 17,14

.L佐藤昇 2020年02月05日（火） 09,47

すべてのユーザー

(4人l .L鈴木拓也.L田中美子.I.島橋健太.L和田一夫
a参加払遇知先を表示する

会議グルーブウェア移行ブロジェクト［閃逓付けを削除するJ

(5人) .I.佐藤昇.1.山田太郎.I.Joh, Doe .I.井東暁嘗.a.松田滉奈

ID人）

1·国--土ば心

l ⑤ Cyb<>2U 凶5U叩 mo 四＿ o x 

遍知予定
m 9べての邊●

I閂＃芯•••.
1曰：：、•;_心心， 0·

I lii1怠＂臀事がい199
国溢＂四•血匹"｀区年，ロ

1日ユ'191 •••,...,,... 

I 国？＇ぷぶぺ"，．戸•‘

I1 口国：宮；；—；.●°•' m9 mg9 9 .. ヤ ”9 ’ 年9立m 2 匹
1日をぇ＿，一•一...-—→•^『`9そ...，̂ぶ，

Garoonを使うと業務・コミュニケーションが円滑になる理由

通知を見て必要な情報を把握

• 
国目冒＠自分宛（2)

ii 9月分交通費（松田）

よ松田環奈

旅費／交週費精算（近郊）

□置紐

010/10 （木）会議情報システム

.l松田環奈

ロ＂店長・副店畏対象コーチング研修．．

人事部

各支店の店長・・」店長の方を対象に

コーチングのテクニックを学ぷ研鋒を関催します．
日々の菓務やフィードパック面諒のときに
スタッフの皆

C’ 

15:OI O 

1256 0 

~ 

~ 

Eメールを使わずコメントでやりとり

通達の確認
＊店畏，副店長対象コーチング研修のお知らせ

カテゴリー 人事●

●出人 人事● ●●●●担当

作●日騎 衣99年 90月03日（木） 9933 ”,. X}99年 10月ooa a) 99S 

•••• ．間●定なし

各支店の祖・・坦景の方和•に
コーチングのテクニックを学ぶ研修を開値します．
8々の宴穫やフィードパック•悛の閃に メン99- 6人▲山田霧もよJohn 匹よ●隻安蔓日よ松．．．ム鱈木拓也よ仕●●

i• -ODo●●十？こここここフ•：ジェクト
：関笠和‘リニューア

{99各お門の●●●●化

~ "”‘らの●菫●，．とめ ゆ●●共●による名•999990笑●
{39 ワークフロ一零の導入によるが9ナンスの●上

スケジュール

●品比• ..からの●望

カスタマイズ

・人●の屈鯵 {99●言•

プロジェクトのやりとり

主な

機能

●スケジュールとの連携

●項目のカスタマイズ

●公開／非公開の設定

主な

機能

●通知の表示

●予定開始前にリマインド

●更新間隔の設定

゜ ゜

https://garoon.cybozu.co.jp/function/detail/cabinet/
https://garoon.cybozu.co.jp/function/detail/useful/#fulltext
https://garoon.cybozu.co.jp/function/detail/schedule/#detail_04
https://cybozu.co.jp/info/desktop2/
https://garoon.cybozu.co.jp/function/mobile_remote/
https://garoon.cybozu.co.jp/function/detail/global/


ユーザーを、職位や雇用形態など任意のグループに分け
られます。 グループ単位でのアクセス権設定や宛先指定
ができます。

ユーザー情報を削除することなくアカウントを停止でき
ます。 休職や出向などで一時的に利用を止めたいときに
便利です。

社内システムのアカウント管理を一元化できます。

シングルサインオンとアカウント連携についてはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/function/
management/certification/

階層的な組織図を反映できます。 大規模組織でもユー
ザー管理がしやすいです。

ユーザー/組織/グループ（ロール）ごとに利用できるアプ
リケーションを設定できます。 またIPアドレスの指定に
より、社外アクセス時にのみ特定のアプリケーションの利
用を制限することもできます。

Garoonのアクセスログの閲覧、ダウンロードができます。
ログイン状況やユーザーが行った操作などが記録されま
す。 最長10年間ログの保存が可能です。

https://garoon.cybozu.co.jp/function/management/詳しくはこちら

システム管理者以外に、部分的な管理権限を付与でき
ます。

管理者権限の説明資料はこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/
documents/Garoon_administrators.pdf

組織/ユーザー/グループ（ロール）ごとに細やかなアクセ
ス権設定ができます。
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管理機能・認証
大規模組織にも対応できるユーザー管理機能と、

豊富な運用管理機能が特徴です。
運用管理

ユーザー管理

ロと
a さいど株式会社

｀執行役員

経営祇略部

0 システム本郎

a 情報システム部

虻サーピスデスク

伍システム企画

営業部

企画部

｀開発本部

髪派遺社貝

伍生産本部

挙榮支援本部

ユーザー lユーザーの追加 1 |プロフィール項目の設定 I

表示名 ログイン名 すぺてのコーザー・

已 佐藤昇 sato 使用中

巳 John Doe 」ohn 使用中

巳 加藤英咲 kato 使用中

已 井東覗誉 no 便用中

巴 松田環奈 matsuda 使用中

巳 山田太JIii yamada 使用中

巳 田中橙 tanaka-t 使用中

巴 鈴木太JIii suzuki_t 使用中

AD連携・シングルサインオン

システム B

—• 

＿よ
シスプム管理者

一
システム A • 

• 

8Garoon 

— 
グループ（ロール）設定

部長ロール .
.
 

—••—•• 

.. _ 

.. _ 

.. 

• システム C

.. _ 

.. _ 

.. 

組織・ユーザー管理

主な

機能

主な

機能

゜

● csvファイルの読み込み／書き出し

●組織変更の予約

●クラウド版はSAML認証に対応

● ADによるユーザー認証・ユーザー連携

アカウントの一時停止

使用状態

I 心ワート函委 I -

一 l利用するサーピス ~ [iGaroon 

ロ〇サイポウズ Office

ロロ kintone

ロロメールワイズ

□ U セキコアアクセス

，，ステム笹珊（径アプリケーション） ＞爬示板＞アクセス権の裟定＞アクセス権..,_,.

アクセス権の一覧
カテゴリー「鴫営業部」 に対するアクセス権
セキュリティモデルを還択した後に、 ［追加する］をクリックし、アクセス権を；ぉtする組ほ、ユーザー、またはロールを選択します．，

Fセス権をほ的カテゴリーに遇用する

ロアクセス権一覧ぽ追加する Xすぺて匹

9 ●」防する

対象

□ ~母畏

ロ鮎取締役員

□ "全社
全社

□ "営藁部
営築g

9 .1餘する

〇アクセス檀の没定へ

@GRANT （許可の対象を選択する）
旺VOKE （制限の対象を逆IRするJ

閲胃

' 
' 
' 

＝込

' 
' 

コメント

' 
' 
’ 

9変更

B変更

g変更

g変更

g変更

| 

ー。
一部のポータルを

編集できる

日c 
掲示板全体の

管理ができる

利用アプリケーションの制限

c
 

c
"
B
 

一
▼
口

; 
ファイル管理内の

一部を管理できる

アルバイト
ロー）レ

心
：……………デ…………………・・デ……………：
l 口~ ~.I. r-m..,r-1 ~Fl9 1 

i円●曲口 : 
厄四口曲 i 

: : =....................................................................... = 

アクセス権設定

主な

機能

●許可リスト (GRANT) と制限リスト (REVOKE)
の 2種類から選択可能

●閲覧／書込／コメントなどの操作を制限

●ユーザー／組織／グループ（ロール）ごとに設定

管理権限の移譲

主な

機能

●アプリケーションの管理権限を移譲

●フォルダーやカテゴリー単位で
管理権限を移譲

●ユーザー／組織／グループ（ロール）ごとに設定

゜
監査ログ

モジュール

Basic system 

E-mail 

E-mail 

E-mail 

Authentication 

E-mail 

Cybozu Online Service 

E-mail 

アクション

|ogIn 

receive 

receive 

receive 

|ogIn 

receive 

download 

receive 

結果

SUCCESS 

SUCCESS 

SUCCESS 

SUCCESS 

SUCCESS 

SUCCESS 

SUCCESS 

SUCCESS 

゜

https://garoon.cybozu.co.jp/function/management/certification/
https://garoon.cybozu.co.jp/documents/Garoon_administrators.pdf
https://garoon.cybozu.co.jp/function/management/


https://garoon.cybozu.co.jp/function/support/詳しくはこちら

https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/hayashikaiun/詳しくはこちら

※2019年 サイボウズ ユーザーアンケートより

経営企画部　東 拓歩氏

国内のカスタマーサポートがお客様をご支援します。 トラブルだけでなく活用方法のお問い合わせも
可能。 ご利用中の方向けのGaroon活用セミナーや、マニュアルも充実しています。

ZIPファイルの読み込みと簡単な設定のみでGaroonの機
能を拡張できます。 例えばアンケート機能や、kintoneとの
連携機能を追加できるプラグインなどがあります。

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/function/expand/
search/?expansion=plugin

APIを公開しているため、JavaScript / CSSによるカスタ
マイズが実装できます。 連携製品やプラグインで実現で
きないような機能拡張も可能です。 カスタマイズの適用
範囲を限定できるため、一部ユーザーで試験運用してか
ら本運用を開始できます。

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/function/expand/
search/?expansion=customize

https://cybozu.dev/詳しくはこちら

※1：Garoonと他製品との連携や、カスタマイズの実装には連携APIが使える環境が必要です。 パッケージ版 Garoonでは「サービスライセンス」をご契約中のお客様のみ連携
APIをご利用いただけます。クラウド版 Garoonではすべてのお客様が連携APIをご利用いただけます。

※2：プラグインはクラウド版 Garoonでのみご利用いただけます。

ユーザー管理などもすべてGUIでできるので難しくはないですね。 私はもともと
IT知識がほとんどなかったのですが、ユーザー追加やアクセス権の管理などは
1、2回やれば1人でできるようになりました。

製品の使い方に関するご質問を電
話、メール、チャットでお問い合わせ
できます。

サポート窓口を利用者の94%が「満
足」と回答しました。

HDI-Japan（ヘルプデスク協会）主
催HDI格付けベンチマーク「モニタリ
ング」で最高評価を獲得しました。

Garoonとの連携機能がある製品/サービスが30種類以上
あります。 複数のシステムをシームレスに利用できます。

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/function/
expand/search/?expansion=alignment

16 17

サポート

ニーズにあわせた

サポートメニュー

ロ
さ

・℃

ご利用中の方向けセミナー

サポート窓口の

高い満足度

94% 

3つ星評価の

カスタマーセンター

オンラインマニュアル

Garoon の設定方法や活用促進のためのコツをお伝え

するセミナーを定期開催しています。

わかりやすいマニュアルで機能の使い方を学べます。

管理者向けとユーザー向けに分けてご提供しています。

゜

゜“迷わず使える”ことが評価ポイント
株式会社ハヤシ海運様

業種：運輸業 利用製品：クラウド版 ユーザー数： 130ューザー

゜

連携・拡張
お客様の運用にあわせてGaroonの機能を拡張したり、

他のシステムと連携して利用できます。

連携製品※1

= 連携製品例

-'------ ---ー・ ロ ●ワークフロー ●勤怠管理

●スケジューラー ●チャットボット

●メール ●ユーザー運携 など

品ー：＝ 鴫
甲

゜
プラグイン※2_ 
プラグインの誼定

Gmmに過用するプラグインを●定します· •加したプ9グインの沿定99 、 9ブ9グインの江編j亘●から変更でさます．

、一
回ごご：二らケー9が成

できるブラグ（ンです．

●●口

Zoomミーティング予約遵撲forG●『

旦』 00n (9販）
Gamo1上でミーティングを塁鰭すると、●●で20

血乃ミーティガu凡を疇也09… L9

右洒 ご

豆：竺'._;;二T::…竺レグ—
に連男できるブラグイン●鳶です． wa屯~．~

・内 口

圃二之門．ーニざユ乞'
プリに全は ●●がでさるブラグイン

右刃口

曰 ！idoo釘羞冨forGa匹n プラクイ= J Go直Dスケジコール上て．． 9 -・『9でさるブラ

グインです·

・効 口

゜
JavaScript/ CSSカスタマイズ※1

O。o ；ばば。~per network 

゜
API の仕様やカスタマイズのサンプルコードを、開発者向けサイト c y bozu

developer network で公開しています。

゜

https://garoon.cybozu.co.jp/function/support/
https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/hayashikaiun/
https://garoon.cybozu.co.jp/function/expand/search/?expansion=alignment
https://garoon.cybozu.co.jp/function/expand/search/?expansion=plugin
https://garoon.cybozu.co.jp/function/expand/search/?expansion=customize
https://cybozu.dev/ja/


※1：kintoneとの連携はクラウド版 Garoonでのみご利用いただけます。
※2：スケジュール連携、カスタマイズによる連携を利用するには、kintoneのスタンダードコースをご契約いただく必要があります。

業務システムを簡単に作成できるサイボウズのクラウドサービスす。
Garoonはkintoneと標準で連携できる唯一のグループウェアです。

プラグインやJavaScript / CSSカスタマイズを行えば、用途にあわせた連携を実現できます。

Microsoft 365の各機能と連携して利用できます。

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/
mtcontents/expand/alignment/
ms365.html

※3：Microsoft 365との連携、Web会議連携では「連携製品」「プラグイン」「カスタマイズ」のいずれかが必要な場合があります。  

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/
expand/alignment/webmeeting.html

Web会議システムとGaroonのスケジュールを連携して
利用できます。

https://garoon.cybozu.co.jp/kintone/expand/詳しくはこちら

ワークフロー、勤怠管理、セキュアブラウザなどの連携製
品が提供されています。APIを利用したカスタマイズによ
るシステム間連携の事例もあります。

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/function/expand/
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ki ntoneとの連携※1 他製品との連携カスタマイズ例

Microsoft 365連携※3

k i n tone とは？

標準で使える4つの連携機能※1
門 円 Microsoft365 

1．スケジュール連携※2

Garoon に登録した予定と、 k i n toneアプリを

連携できます。

OGar芯甜
3責更する X剛陰する〇再利用する贔この予定から抜ける心印鯛用嚢園回オブミ

国ロコサイト膚事株式会社襟

8鱒 2021 年04月 01 日（木） 13:00~14:00

葛餃

宴件讐遷釈Intone遍携 金社名 サイト陶●株式会社

霞●名 艦●

1 覺方鑑崖書 賣■■櫨l ki nto●ンnトーeン
TEL 358-220-mxxx 

メールアドレス $(11 
活動履歴

スケジュールに のt_ 1 予定の登録 I
案件管理アプリ

内容を表示 2021 年04月 01 日（木） 13:00~14.00 1111順．サイト 11事株式会社檀 E' 

2021 年03月 17 日（＊） 15:00~16:00 蘭麟：サイト瓢事株式会社槽 口

2021 年03月 08日（月） 10:00~1100 商譲：サイト瓢事株式会社様 口

2021 年02月 25日（木） 15:00~16:00 蔦麟サイト1i事株式会社緬 a 
前へ次へ

案件に紐づいた予定を一覧表示

3．スペース連携でプロジェクト業務を効率化

スペースに k i n toneのデータを表示し、シームレスに

利用できます。

プラグイン・カスタマイズでさらに便利に※2

一

2．ポータル連携でダッシュポード作成

ポータルに k i n toneで作成したグラフや表を表示し、

ダッシュボードのように利用できます。

＾タル U•ポータル ・心夕9し一

—·—□□| 
. 

0
,
.
ｧ
 

4．ユーザー情報は共通管理

Garoon と k i n toneのユーザー情報を一元管理できます。

契約ユーザー数を合わせる必要はありません。

k i n toneの商品マスタを読み込んでGaroonのワークフローを申請し、

承認結果を発注処理管理アプリに登録する

OGar祝昴
ワークフロー

冒 ~
 

商品マスタ
アプリ

|

J

|

 

i
 

●kinto而
発注処理管理アプリ

三□I•ョ→ロ

1 :H OGaroon ^ ̂ • o .1.下村占
直変更する X削踪する〇再利用する贔この予定から抜ける邑印刷用画面国ォプション▼

1!111『ln干ヤ 1“否而うIOX株式会社様

日時 2020年12月 24日 （木） 17:00~18:00 

施設

参加者 (2名) .L佐藤；；△.L下村誠二

共有先 .L岡田辰夫

メモ

Team遥環

A案件のキックオフミーティングを実施いたします．

1-
外郎招待者一覧

※メールアドレス形式で入力してください．
I臨 I 三｀…· • •O声`•`三 .co

m ＿日
／メール 営業支援‘ヽ

凸 8Garoon 回

芸：＼ I
〶 一 , ノID管理

●ポータル上でOne Dr i ve のファイルの表示·追加

● Ou t look と Garoon のスケジュールを同期

● Ou t lookの未読メール件数をポータルで確認

゜
Web会議連携※3

連携製品例

• Zoom ● V i deo会議室fo r Garoon 

• M icroso ft Teams ● V-CUBE ミーティング

゜

さまざまなシステムとの連携

゜
勤怠管理

゜
セキュア

ブラウザ

https://garoon.cybozu.co.jp/kintone/expand/
https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/expand/alignment/ms365.html
https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/expand/alignment/webmeeting.html
https://garoon.cybozu.co.jp/function/expand/


許可されていない第三者がログイン画面にアクセスできないよう、さまざまなセキュリティ機能が利用できます。

社内外のセキュリティインシデントに対応するCy-SIRTを設置。社外の
専門家とも協力し、インシデントの予防、早期検知、早期解決、被害の最
小化に取り組んでいます。

サイボウズ株式会社は、情報セキュリティマネジメントシステムについて、
第三者機関から下記の認証を取得しています。 

https://www.cybozu.com/jp/
support/#security_check_sheet

詳しくはこちら

ハードディスクの冗長化、ミラーリング等の対策に加え、
14日分の差分バックアップを保管。東西のデータセンター
での遠隔バックアップも実施しています。

自動障害検知・回復システムを備え、ハードウェアなどに
障害が発生した場合は、できる限り早く復旧できる環境・
体制を整えています。

サイボウズのクラウドサービスを管理しているデータセン
ターは、高度なファシリティ要件が求められる金融機関向
けの「FISC安全対策設備基準」を満たしています。災害や
停電などが発生した場合でもサービスを提供できるよう
対策しています。

人的操作による手動オペレーションを可能な限り排除し、
自動化することで人の不注意によるミスが発生しにくい
体制で運用しています。

https://www.cybozu.com/jp/詳しくはこちら

ISO/IEC 27001
● 認証登録範囲

▶  クラウドサービスの運用基盤の設計、構築及び運用保守
▶  社内情報システム基盤の設計、構築及び運用保守
▶  クラウドサービス、オンプレミス製品及び社内システムの開発

● 認証登録番号 ： IS 577142

ISO/IEC 27017
● 認証登録範囲
cybozu.com、Garoon、kintone、サイボウズOffice、メールワイズ
の提供に係るクラウドサービスプロバイダとしてのシステム運用・
保守に係る ISMS クラウドセキュリティマネジメントシステム

● 認証登録番号 ： CLOUD 715091

サイボウズのクラウドサービスは稼働率99.99%を目標に
運用しています。実際の稼働実績と計画的メンテナンス
時のダウンタイム実績をホームページで公開しています。

詳しくはこちら
https://www.cybozu.com/jp/infrastructure/
availability.html
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クラウド基盤の信頼性
クラウド版 Garoon は強固なセキュリティ対策と

安定した運用基盤により安心してお使いいただけます。
運用基盤

セキュリティ 一
r •不正アクセスを防止する機能）

------------------------------► 戸 ------------------------------► 

一·、
—_-------··--—... ·--.— ...  
し＿．．．．．．．

&.:.忌江;·•--~-- -
畜~---

ご＂一．＇―::..ー•• -ｭ
三こ ：~コ =: 

0 不正アクセスを防止する機能

ｮ 已 国

一

IPアドレス
制限

アプリによる
二要素認証

証明書で接続元を認証する

セキュアアクセス
※有料オプション

a
 

月：四
お客様データ

◄--------► 

0 データの保護対策

◎障害検知・復旧対策

一製品プログラム
一
ー。

ー。

ー。

ー。

ー。

ー 0

ー 0
ー。

ー 0

ー 0

ー 0

ー 0

ー 0

ー 0

ー 0

。

— 
: 運用メンバー

データセンター

一ヒューマンエラーの防止

®稼働実績を公開

パスワード
ポリシー

®災害対策 ゜
®脆弱性対策 ゜, 

. 第三者認証 四
―
i
g

愈
CLOUD 715091 / ISO 27017 

IS 577142/ ISO 27001 

戸
ご．~： ::•- 一←ーー•

セキュリティチェックシート

サイボウズのクラウドサービスのセキュリティ対策を記載したチェックシートをWebから

ダウンロードいただけます。総務省および経済産業省のガイドラインをもとに作成してい

ます。また、セキュリティ情報は、クラウドサービスのリスク評価情報を集約するプラット

フォーム「Assured （アシュアード）」からもリクエストいただけます。

゜

゜

https://www.cybozu.com/jp/support/#security_check_sheet
https://www.cybozu.com/jp/infrastructure/availability.html
https://www.cybozu.com/jp/


※1：移行できない機能・データもございます。

https://garoon.cybozu.co.jp/redirect/documents/Garoon_groupware_migration_pptx/移行ガイド

https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/meidensha/詳しくはこちら

明電舎様では、MicrosoftのExchangeとOutlookを使用していたため、グループウェア機能をMicrosoft 365に
集約する案もあった。 しかし、SharePointをカスタマイズして利用することは避け、
既に完成されたグループウェアであるGaroonの利用を選択した。

SharePointをカスタマイズして以前と同じようなグループウェアを開発するとい
う方法だと、結局自分たちで作らないといけない。 使い勝手や操作性を旧グ
ループウェアと同じレベルに持っていくためにはかなりの工数がかかりますし、
メンテナンスコストや管理の複雑化など、これまでと同じ課題が生まれてしまい
ます。 （……）グループウェアの機能についてのノウハウは外から買って来てしま
おう、そして早く活用しようと思っていました。

情報システム部 IT企画部
部長　天野氏

https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/ssk/詳しくはこちら

佐世保重工業様では次期グループウェアを導入するにあたり、Garoonを含め8製品を検討した。
選定には、一般ユーザーを代表して複数名が参加し、一次選定、二次選定を行ったうえでGaroonの導入を決定した。

情報システムグループ
グループ長　澤村氏

最優先に考えたのはコミュニケーションツールとしてユーザーに使ってもらえる
ことです。 そのために様々なユーザーを交えて製品のデモ環境を自由に使用し
てもらい、意見交換をしながら製品選定を行いました。 ユーザーに満足して使っ
てもらうためには、やはり直感的に操作ができることが重要で、その点Garoon
はマニュアルを見なくても、だいたいの操作が分かるくらい誰が使っても抵抗な
く受け入れられるUIが好評でした。

22 23

グループウェア移行

移行実績のある製品※1

さまざまな製品からGaroonへ、豊富な移行実績があります。

●サイボウズ O ffi ce

• No tes 

• deskne t 's NEO 

• Exchan ge Server 

• Goo gle 

• TeamWARE 

• |PKNOWLEDGE 

• Grou pmax 

●お客様の自社開発の

グループウェア など

——\ 

Ill／一ヽ、含
移行プロジェクトの流れ

現状把握

~ 

移行先選定

~ 

移行準備

~ 

機能とデータの
移行作業

~ 

運用開始準備

.... 
効果測定

運用改善

●現行製品の利用状況や課題の調査
●移行プロジェクトの立ち上げ
●移行ゴールの設定

●移行先候補の調査と比較
●移行要件の定義
●製品テスト
●移行先製品の決定

●フィット＆ギャップ調査
●移行する機能とデータの選定

●初期設定
●データ移行テスト
●データ移行本番

●社内マニュアル作成
●社内説明会
●テスト運用

●本番運用

●移行ゴールの達成度の調査
●運用の見直し

移行プロジェクトはシステム部門だけでな

く業務部門のメンバーも参加することをお

すすめします。移行後の活用がスムーズに

進みます。

製品選定のためのテストには、業務部門の

メンバーも参加してもらい、意見収集するこ

とをおすすめします。

グループウェア移行の目的は業務課題の解

決です。既存製品の機能の再現にこだわり

すぎないことが大切です。

要件に合う製品が見つからないときは、パ

ートナーやメーカーに相談してみましょう。

運用の見直しやカスタマイズで解決できる

可能性もあります。

移行後は定期的に運用を見直す必要があ

ります。組織の変化にあわせて他システム

連携の検討もおすすめします。

゜導入の決め手は「他システム連携」と「導入までのスピード感」

株式会社明電舎様

業種：製造業

一8製品を比較しGaroonに決めたのは

社員の使いやすさが必須要件だったから

> 

利用製品：クラウド版 ユーザー数： 8,000ューザー

゜

佐世保重工業株式会社様

業種：製造業 利用製品：パッケージ版 ユーザー数： 800ューザー

゜ ゜

https://garoon.cybozu.co.jp/redirect/documents/Garoon_groupware_migration_pptx/
https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/meidensha/
https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/ssk/


※2022年 サイボウズ ユーザーアンケートより

高機能なシステムを導入しても、社員のITリテラシーに合っていなけれ
ば活用は進みません。 高いコストをかけて導入したのに結局使われ
ず、古いシステムを使い続けてしまう…なんてことも。

組織に必要なシステムは時代に応じて変化します。作り込んだ独自シス
テムでは変化のスピードについていけなくなる可能性も。既存のSaaSを
柔軟に組み合わせて利用する方がビジネスの変化に即応できます。

社員数が多い組織が、小規模組織向けのシステムを導入すると、アクセ
ス過多でレスポンスが低下することがあります。 また大規模組織向け
の機能が不足していると、せっかく新しいシステムを入れても業務効率
化が進まない…ということにもなりかねません。

「導入したグループウェアをちゃんと使ってもらえるか心配」という声をよく耳にします。
組織全体で長く利用するものだから、潜在的なリスクをしっかり把握し、丁寧に検討することが重要です。

ITリテラシーを問わず
扱える

自社の規模に
対応できる

Garoonはパソコンが苦手な人でも使いやすいよう、ユーザーテストを繰
り返して画面設計を行なっています。 自然な目線移動で操作できるような
レイアウト、動作がわかりやすいボタン文言などがその一例です。 ユー
ザー教育の手間をかけることなく利用浸透できます。

https://garoon.cybozu.co.jp/about/Garoonが選ばれる10の理由

9割以上のお客様が「使いやすい」と回答 左上から右下へ、自然な目線移動で読める画面設計

お客様の運用にあわせてGaroonの機能の拡張や他のシステムとの連携
が可能です。APIを公開しているためJavaScript / CSSカスタマイズも
可能。 他のシステムとシングルサインオンするなど、シームレスに利用で
きます。

クラウド版、パッケージ版ともに数千～1万ユーザーでの導入実績が複数
あります。 複雑な組織構造に対応できるユーザー/組織/グループ(ロー
ル)の設定や、情報統制がしやすいアクセス権など、大規模組織に便利な
機能を日々強化しています。
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グループウェア移行の落とし穴 Garoonでグループウェア移行をスムーズに

一幅広い世代

IT リテラシーの人に

使いやすい画面設計

よくある失敗とリスク

— 
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社員のITリテラシーにあわないシステムを導入

→ユーザーが使いこなせず、導入コストが無駄になる
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企業規模にあわないシステムを導入

→性能や機能が不足していて、使いづらい

一クラウド版も

パッケージ版も

大規模組織で実績が豊富
独自に作り込んだシステムを導入

→組織の変化に対応しにくい

KYOTO UNIVERSITY 

クラウド版 12,500名

MEIDEN 
Quality connecting the next 

クラウド版 8,000名

阪急阪神ホールデイングス

使いやすい

94% 
// 

塁B＊一のあ・人せん県
パッケージ版 12,000名 パッケージ版 12,000名

グループウェア選びのポイント

一
。 ゜

゜他のシステムと
連携できる

他システムとの
高い連携性

゜

https://garoon.cybozu.co.jp/about/


パッケージ版 Garoonをはじめてご利用いただくときに必要なラ
イセンスです。 サービスライセンス1年分を含みます。 パッケージ
版 サイボウズ Officeからパッケージ版 Garoonに移行するお客
様は「乗り換えユーザーライセンス」を利用できます。

パッケージ版 Garoonでユーザー追加するときに購入するラ
イセンスです。 ご契約期間までのサービスライセンスを含み
ます。 ご利用中の基本ユーザーライセンス数と追加分を合
算した数で価格ランクが決定します。※1

サーバーの構築費用
などは不要です

短期間での利用も
可能です

1ユーザー単位で
契約できます

標準で十分な容量が
利用できます

クライアント証明証をユーザー単位で発行できます。
Garoonとユーザー数を揃える必要はありません。
1ユーザーからご契約いただけます。

/1ユーザー
（年額2,940円/1ユーザー）

Garoonとユーザー数を揃える必要はありません。
5ユーザーからご契約いただけます。

/1ユーザー
（年額17,640円/1ユーザー）

API・JavaScriptカスタマイズ
利用可能

/1ユーザー
（年額9,170円/1ユーザー）

API・JavaScriptカスタマイズ
利用不可

10GB単位で容量を追加できます。

/10GB
（年額11,760円/10GB）

● スペース連携
● ポータル連携
● スケジュール連携

● スペース連携
● ポータル連携

官公庁、公共団体、学校法人向けに特別価格の
「アカデミック／ガバメント ライセンス」をご用意しています。
NPO法人や任意団体に特別価格の「チーム応援ライセンス」をご用意しています。

官公庁、公共団体、学校法人向けに特別価格の 
「アカデミック/ガバメント ライセンス」をご用意しています。

※1：継続サービスライセンス複数年パックをお持ちのお客様がユーザー数を追加される場合は、残りのご契約年数に応じて、継続サービスライセンスのユーザー数追加料金が必要です。
※2：継続サービスライセンスの契約が必要な機能は次の通りです。
ワークフロー・マルチレポート・全文検索・モバイルアプリ（サイボウズ KUNAI）・モバイルビュー・デスクトップリマインダー（Cybozu Desktop 2）・連携API

※価格に消費税は含まれません。

パッケージ版 Garoonの保守ライセンスです。 サポートの利用、最
新バージョンの提供などが含まれます。 ワークフローなど一部機
能は継続サービスライセンスをご契約の方のみ利用できます。※2

継続サービスライセンスの有効期限終了後31日以上経過し
た場合、再契約に必要なライセンスです。 有効期限は購入日
の翌 月々1日から1年後です。

※価格に消費税は含まれません。

https://garoon.cybozu.co.jp/price/package/詳しくはこちらhttps://garoon.cybozu.co.jp/price/詳しくはこちら

※価格に消費税は含まれません。
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価格
充実のサポートや堅牢なインフラ基盤を兼ね備えたグループウェアが

月額一人800円からご利用いただけます。
パッケージ版 Garoon 価格

新規導入・ユーザー追加時に必要なライセンス

クラウド版 Garoon 価格 ●新規基本ライセンス／
サイボウズ Offi ce乗り換えライセンス

●追加基本ライセンス

I ご契約人数 I 

~300ューザー

301~1,000ューザー

1,001~3,000ューザー

3,001 ューザー

･0 口
初期費用0円

セキュアアクセス

845 円／ 1 ユーザー

800 円／ 1 ユーザー

契約期間1か月～

お問い合わせください。

d 
利用人数10人～

kintone 

9,935 円／ 1 ユーザー

9,405 円／ 1 ユーザー

5GBxユーザー数

ランク ご契約人数 新規／追加基本ライセンス サイポウズ Offi ce乗り換えライセンス

⑪
 

月額250 円

~50ューザー 600,000円／ 50ユーザー

11,000円／ 1ユーザー

10,000円／ 1ユーザー

9,000円／ 1ユーザー

8,000 1'3 /1ユーザー

7,500円／ 1ユーザー

420,000円／ 50ユーザー

7,700 1'3 /1ユーザー

7,000円／ 1ユーザー

6,300円／ 1ユーザー

5,600円／ 1ユーザー

5,250円／ 1ユーザー

お問い合わせください。

スタンダードコース

月額1,500 円

ディスク増設 Garoonで利用できる

連携機能

51~249ューザー

250~499ューザー

500~999ューザー

1,000~2,499ューザー

2,500~4,999ューザー

5,000~9,999ューザー

10,000~ユーザー

2年目以降に必要なライセンス

●継続サービスライセンス ●サービスライセンス（再契約用）

ライトコース

月額780 円

Garoonで利用できる

連携機能

四

" !! 

' 置 500~000, 
' 

,.」,

こり．

~50ユーザー

51~249ューザー

250~499ユーザー

1,000~2,499ューザー

2,500~4,999ューザー

継続サーピスライセンス

1年 2年パック 3年パック 4年パック 5年パック 1年

120,000円／ 50ユーザー 216,000円／ 50ユーザー 270,000円／ 50ユーザー 360,000円／ 50ユーザー 450,000円／ 50ユーザー 420,000円／ 50ユーザー

2,200円／ 1ユーザー 3,960円／ 1ユーザー 4,950円／ 1ユーザー 6,600円／ 1ユーザー 8,250円／ 1ユーザー 7,700円／ 1ユーザー

2,000円／ 1ユーザー 3,600円／ 1ユーザー 4,500円／ 1ユーザー 6,000円／ 1ユーザー 7,500円／ 1ユーザー 7,000円／ 1ユーザー

1,800円／ 1ユーザー 3,240円／ 1ユーザー 4,050円／ 1ユーザー 5,400円／ 1ユーザー 6,750円／ 1ユーザー 6,300円／ 1ユーザー

1,600円／ 1ユーザー 2,880円 /1ユーザー 3,600円／ 1ユーザー 4,800円／ 1ユーザー 6,000円／ 1ユーザー 5,600円／ 1ユーザー

1,5001'3 / 1 ユーザー 2,700円／ 1ユーザー 3,375円／ 1ユーザー 4,500円／ 1ユーザー 5,625円／ 1ユーザー 5,250円／ 1ユーザー

目雪i
ミr

月額1,000 円 5,000~9,999ューザー

お問い合わせください。

10,000～ューザー

゜ ゜

https://garoon.cybozu.co.jp/price/
https://garoon.cybozu.co.jp/price/package/


GK-023-230420

お問い合わせ先

本カタログの記載事項は変更になる場合がございます。 2023年4月現在

※サイボウズ、Cybozu、及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。
※記載された商品名、各製品名は各社の登録商傑または商標です。 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。
https://cybozu.co.jp/logotypes/trademark/ 

（c）Cybozu,Inc.

サイボウズ株式会社

製品に関するお問い合わせ、お試し申込みは、以下のホームページで

https://garoon.cybozu.co.jp/

他製品との比較や、移行の進め方などのテー
マでセミナーを開催しています。 ぜひご参加
ください。

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/lp/seminar/newlist/

Garoonの機能説明や移行プロジェクトの進
め方などの資料を豊富にご用意しています。

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/contents/

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/trial/

オンラインデモ30日間無料お試し または

サイボウズの導入相談窓口へお問い合わせく
ださい。 機能の詳細説明、デモの依頼、ライ
センスのご相談など幅広く承ります。

詳しくはこちら
https://garoon.cybozu.co.jp/consult/

Garoonが気になったら

まずはセミナーへ ぶ

゜

団

匡
お客様専用の

環境をご用意 了

゜

デモデータ入りで

手軽に体験

゜

ロ

゜

cybozu 

https://garoon.cybozu.co.jp/contents/
https://garoon.cybozu.co.jp/trial/
https://garoon.cybozu.co.jp/consult/
https://garoon.cybozu.co.jp/
https://cybozu.co.jp/logotypes/trademark/



