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10名から数万名まで、
現場職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。

利⽤者も管理者も使いやすく
教育・管理コストがかからない画⾯設計

⼤規模組織でも⼿軽に使える
権限移譲機能や階層型のアクセス権設定

プラグインやAPIによる⾼い拡張性と
様々な情報を統合表⽰するポータル

場所や時間にとらわれず、効率的に業務を進められるように



ポータル
⽤途に応じた多彩な社
内ポータルを作成でき
ます

スケジュール
個⼈やチームのの予定
を登録・共有できます

施設予約
会議室や備品の予約管
理ができます

メール
サーバーを登録して利
⽤するWEBメーラーで
す

メッセージ
メールアドレスなしで
使える社内メッセージ
です

掲⽰板
全社通達に便利な掲⽰
板、予約投稿も可能で
す

スペース
部⾨横断で使える電⼦
会議室です

メモ
備忘録や下書き⽤など
に便利な⾃分⽤のメモ
帳です

通知⼀覧
新着/更新通知をアプリ
ケーション横断して確
認できます

ToDoリスト
タスクの締め切りと重
要度を設定できます

アドレス帳
⾃分⽤と組織⽤のアド
レス帳を作成できます

電話メモ
他のユーザー宛に伝⾔
メモを残すことができ
ます

お気に⼊り
よくアクセスするファ
イルやスレッドを登録
できます

ワークフロー
申請フォームを
⾃由に作成。申請業務
が電⼦化できます

全⽂検索
Garoon 内の情報を
ファイルの中⾝も含め
て横断的に検索可能

マルチレポート
議事録や報告書の作成
と共有が簡単にできま
す

タイムカード
Garoon への
ログイン/ログオフ時間
を記録します

スマートフォン
モバイルビューとアプ
リを利⽤できます

※ クラウド版 Garoon では全てのお客様が全機
能をご利⽤いただけます。パッケージ版では、サービ
スライセンスをご契約のお客様のみ全ての機能をご
利⽤いただけます。

ファイル管理
社内のファイルの共
有、バージョン管理が
できます

プラグイン ※2

プラグインを追加する
ことで様々な機能拡張
ができます

リマインダー
予定や通知をデスク
トップ上にポップアッ
プでお知らせします

APIの利⽤
他システムとの連携な
どのカスタマイズが可
能です

リンク集
よく使うWebサイトの
URL登録できます

在席確認
ログイン状態から在席
状況を表⽰します

⽇本企業の情報共有に必要な機能を⼀つに



テレワークで達成すべき3ステップ

l まずは在宅勤務を可能にする制度設計の実施が必要です
l 社外からアクセスできるシステムに業務を移しましょう

l テレワークで導⼊後に課題となるのが業務効率の低下です
l ⼤量のメールの往復が必要となるやりとりから効率化しましょう

l コミュニケーション不⾜による⼠気の低下も⻑期的課題です
l オープンなコミュニケーションを醸成する仕組み作りが必要です

STEP2

在宅での業務効率
低下を防ぐ

STEP1

在宅で業務できる
ようにする

STEP3

コミュニケーション
不⾜を補う



8つの課題と解決策

STEP2

在宅での業務効率
低下を防ぐ

STEP1

在宅で業務できる
ようにする

STEP3

コミュニケーション
不⾜を補う

スケジュール
調整の効率を
アップ

会議資料を
ペーパーレス化

申請の電⼦化で
意思決定を
スピーディに

通達と問合せの
対応をスムーズに

社内の発信で
組織に⼀体感を
つくる

オープンな情報
共有で組織の壁を
なくす

社外でも仕事が
できる環境を
ととのえる

スレッドを使った
コミュニケーションで
働く時間と場所による
情報格差をなくす



• ⾼セキュリティだから社外からでも安全アクセス

• 場所を選ばずどこからでも社内同様の業務が可能

在宅で業務できるようにする

課題 Garoonで解決

社外でも仕事ができる環境をととのえる

• 出勤/退勤の時間を効率的に使えない

• 育児や介護で会社を休むと業務が滞ってしまう



在宅で業務できるようにする

※ パッケージ版Garoonでも「サイボウズ リモートサービス」
により、安全な社外アクセスが可能です 。

IPアドレスによる制限 Basic認証 + クライアント証明書による認証
スマホアプリでスマホや
タブレットでもGaroonの
機能が使えます。

スマホでも使える

クラウドなので、どこからでもアクセス可能。また、basic
認証やクライアント証明書により不正アクセスを防ぎます。

社外から安全にアクセス※

スマートフォン



中野製薬株式会社 様

「社外からのアクセス」こんな⾵に使っています

「Garoon導⼊前まで、ケータイからは社内メールしか⾒られませんでした。
導⼊後は、パソコンや個⼈のスマートフォンと、様々な端末からグループ
ウェアにアクセスできるようになったことが⾮常に便利だという声が上がっ
ています。掲⽰板やスケジュールなど、必要な情報を網羅できるようになっ
たため、すき間時間を有効に活⽤できていると感じています」

!""#$%&&'()**+,-./*01,-*,2#&-($3$&+(4(+*&

お客様事例

在宅で業務できるようにする



• 業務内容に合わせたフォームを簡単作成

• 社外から申請・承認可能で意思決定がスピーディに

課題 Garoonで解決

申請の電⼦化で、意思決定をスピーディに

• 各種申請には会社に戻る必要があり⾮効率

• 上司の不在で申請が通らず、業務が進まない

在宅で業務できるようにする



申請フォームを
簡単に作成

業務に合わせて申請
フォームを⾃由につく
ることができます。

承認状況が
⼀⽬でわかる

誰が承認したのか、い
まどのステップなのか
⼀⽬で把握できます。

路線検索と連携

交通費申請の場合、路線検索サー
ビ ス か ら 運賃を ⼊⼒で き ま す 。

スマホ対応

社外にいてもスマートフォンなど
か ら承認作業 が で き る の で 申 請
を ス ピ ー デ ィ に処理で き ま す 。

在宅で業務できるようにする
ワークフロー



株式会社ユーアンドエヌ 様

「ワークフロー」こんな⾵に使っています

「以前は申請を紙で運⽤していたのですが、⾼額購⼊については役員決済が
必要となり、役員に決裁をいただけるのが⽉に数回だったので、承認までに
数週間かかるケースもありました。いまでは申請がその⽇のうちに承認され
るなど、承認までの期間がかなり短縮できています。去年の年末に急を要す
る申請があったのですが、史上最速の2時間で承認されて驚きました。現場
でスピーディーな対応をするのに役⽴っています」

!""#$%&&'()**+,-./*01,-*,2#&-($3$&15+52#&

お客様事例

在宅で業務できるようにする

https://garoon.cybozu.co.jp/cases/u-n-jp/


• 「スケジュール」で社員の空き時間が⼀⽬瞭然

• Web会議や施設、備品の予約も同時にできる

• 「出⽋管理」機能で会議への参加伺いもラクラク

在宅での業務効率低下を防ぐ

課題 Garoonで解決

スケジュール調整の効率をアップ

• 参加者の空き予定は、電話やメールで都度確認

• Web会議や会議室、備品の予約は別で必要

• 会議への出⽋確認中、リスケの依頼で混乱…



空き時間が
⼀⽬でわかる

⼀緒に働くメンバー のスケジュールを
重ねて表⽰。空き時 間を ⼀⽬で把握で
きるので 、予定 調 整 がス ムーズ です 。

在宅での業務効率低下を防ぐ

「出⽋管理」
で参加伺い

出⽋管理機能で、予定への
参加意思を確認できます。

Web会議と連携
予定/施設を同時に確保

Web会議や施設、備品の予約も同時にで
きるので、様々なシステムを並⾏して
予定 調 整 す る必要はあり ま せ ん 。

スケジュール



GaroonのスケジュールからWeb会議の予約や⼊室が可能に

「Video会議 for Garoon」ならGaroonの画⾯上でWeb会議も可能

Zoom
(ATTAZoo G for Zoom予約プラグイン提供︓ JBアドバンスト・テクノロジー株式会社)

Microso) Teams
(CROSSLink 365 Teams 連携プラグイン提供︓クロス・ヘッド株式会社)

V-CUBE
(Garoonの標準機能による連携)

Garoon上でのWeb会議
(Video会議室 for Garoonプラグイン提供︓KDDI ウェブコミュニケーションズ)

在宅での業務効率低下を防ぐ

豊富なWeb会議連携
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Web会議連携の詳細はこちら

https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/expand/alliance/webmeeting.html


在宅での業務効率低下を防ぐ

ネグロス電⼯株式会社 様

「スケジュール」こんな⾵に使っています

「スケジュールは全員、原則公開設定で⼊⼒しています。社⻑のスケジュー
ルも半分以上が公開されていて、予定が空いていれば誰でも⾃由に登録でき
ます。社⻑の予定を⼊れるときは出⽋管理をONにしておいて、社⻑がOKの
場合は『出席』で回答するルールにしています」

「電話やメールで相⼿の予定を確認する⼿間がなくなり、だいぶ楽になりま
した。Garoonのスケジュールを⾒ればいつ空いているかわかりますし、相
⼿の予定も登録できます。またちょっとしたやりとりはコメントでおこなえ
るところも効率化につながっています」

!""#$%&&'()**+,-./*01,-*,2#&-($3$&+3'1)*$1&

お客様事例

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


• スケジュールに添付すれば印刷は不要

• 変更があれば添付ファイルを修正するだけ

在宅での業務効率低下を防ぐ

課題 Garoonで解決

会議をペーパーレス化

• アジェンダや資料を毎回印刷する必要がある

• 資料を修正する度に印刷しないといけない



在宅での業務効率低下を防ぐ

資料を共有 添付ファイルは
更新可能

会議資料を添付ファイル
で共有できます。メールな
どで配布する必要がなく
なります。

連絡事項を
伝えられる

資料に修正があった場合は「詳細」から
添付ファイ ル を更新で き ま す 。

会議の事前連絡をコメントでやりとり
で き ま す 。

スケジュール



在宅での業務効率低下を防ぐ

株式会社ハヤシ海運 様

「スケジュール」こんな⾵に使っています

「毎回印刷していた会議資料を、事前にスケジュールで共有するようにしま
した。最初は社員からの抵抗もあり、『これまでどおり紙で資料が欲しい』
という要望も寄せられたのですが『資料はすべてグループウェアのGaroon
の中に⼊っているので、必要でしたらご⾃⾝で印刷願えませんでしょうか』
とあえて突き放しました。そうこうしているうちにGaroonの使い⽅に慣れ
てきて、逆にいちいち紙に印刷するのが⾯倒になり、ペーパーレスが定着し
ていきました。いまでは紙の資料を渡すと『いらない』と逆に突き返される
ほどで、ずいぶん会社の雰囲気が変わりました」
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お客様事例

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


• 「掲⽰板」を使えば必要な⼈に⾃動で通達可能

• 問い合わせ対応は「コメント機能」でやりとり

在宅での業務効率低下を防ぐ

課題 Garoonで解決

通達と問い合わせの対応をスムーズに

• 全社通達メールや問い合わせ電話の対応にうんざり

• 事務作業に追われ、必要以上に時間がかかる



在宅での業務効率低下を防ぐ

必要な⼈に
通知が届く

全社通達を掲載

掲⽰板を使って全社通達
を掲載で き ま す 。

コメント機能で
質疑応答

コメント欄で質問と回答が共有できる
ので、似たような問い合わせを防ぐこと
が で き ま す 。

掲⽰板



在宅での業務効率低下を防ぐ

ビーウィズ株式会社 様

「掲⽰板」こんな⾵に使っています

「コールセンターの管理者向けに定期的に研修をおこなっているのですが、
その開催案内を毎回掲⽰板で出しています。研修の主催部署が掲⽰板に案内
を出し、参加したい⼈はコメントに書き込んで申し込みをします。申し込み
や問い合わせをコメントでやりとりすれば、個別の問い合わせに対応する必
要がなくなりますし、誰が参加するのかもすぐにわかります」
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お客様事例

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


• 時系列/テーマごとの情報で簡単キャッチアップ

• 整頓された情報から欲しい情報がすぐに⼿に⼊る

• 異なる勤務時間/離れた拠点での情報共有が可能に

課題 Garoonで解決

スレッドを使った
コミュニケーションで
働く時間と場所による
情報格差をなくす

• 働き⽅によって情報の格差が⽣まれている

• オフィスにいないと状況が把握できず不安

• 働く時間や拠点が異なりコミュニケーション不⾜に

コミュニケーション不⾜を補う



テーマごとに
スレッド形式でやりとりできる

メンバーを
⾃由に設定

メンバーを⾃由に設定し、プロジェクト
スペースを作れます。

コメント形式なので気軽に情報共有や連絡ができます。
また時系列に情報が整理されるので、コミュニケーショ
ンをしながら情報が整理されます。その場にいなかった
⼈や、場所が離れている⼈にもどのようなやりとりが
あったのかをすぐに共有できます。

コミュニケーション不⾜を補う
スペース



株式会社明光ネットワーク
ジャパン 様

「スペース」こんな⾵に使っています

「以前は各地に散らばる教室⻑たちの横のつながりが限られていました。業
務で培ってきたノウハウを共有したり、教室運営について相談する機会が少
なかったのです。いまでは、教室⻑たちが空いた時間で『共有スペース』を
使って、お互いの成果を報告し合い、ノウハウを教え合うことができるよう
になりました。まとまった時間がとりにくい教室⻑たちでも、情報共有が進
んでいます。他教室の成績の報告が刺激になり、モチベーションも向上しま
した」

https://cybozu.co.jp/casestudy/example/meikonet/

お客様事例

コミュニケーション不⾜を補う

https://cybozu.co.jp/casestudy/example/meikonet/


• 「ポータル」で企業理念/ビジョンを毎⽇確認

• 各部署の取り組みや⽬標数値をまとめて表⽰し、
社員のモチベーションを向上

コミュニケーション不⾜を補う

課題 Garoonで解決

社内発信で組織に⼀体感をつくる

• 理念やビジョンが浸透せず組織の⼀貫性に⽋ける

• ⽬標達成に向けた社員のモチベーションが低い



様々な社内システムへの画⾯や⼊り⼝をポータル画⾯上に集約
できます。ユーザーも混乱せずにシステムを活⽤できます。

社内システムを集約

ITリテラシーを問わず管理設定がしやすいのがGaroonのポー
タル画⾯。⼿間をかけずに作成・更新ができます。

テンプレートやドラッグ&ドロップで設定

ポータル
コミュニケーション不⾜を補う



ネグロス電⼯株式会社 様

「ポータル」こんな⾵に使っています

「現在ネグロス電⼯には1200⼈ほど社員がいますが、どんな部署があるの
か知らない⼈も多いんです。勤務している営業所や⼯場が違うとなかなかつ
ながりがないんですよね。

そこで、Garoonポータルを使って社内情報を発信することにしました。社
内のことを広く知ることで『うちの会社ってこんなよいところがあるんだ
な』と思う⼈が増えていけば、仕事的にもよい⽅向に向かって⾏くと思いま
す。実際Garoonを使い始めてから、社内の⾵通しが良くなったと感じてい
ます」
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お客様事例

コミュニケーション不⾜を補う

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


• 組織間の情報格差を減らすことで連携強化

• 各情報をオープンに共有することで、必要な情報
が⾃分で探せるように

課題 Garoonで解決

オープンな情報共有で
組織の壁をなくす

• 部⾨の壁が厚く、組織間の連携が悪い

• 必要な情報が公開されていないことがある

コミュニケーション不⾜を補う



コミュニケーション不⾜を補う

スペースで ポータルでスケジュールで

プロジェクトのやりとりを
オープンに

社員がいつ何をしているかを
オープンに

組織やチームの情報を
オープンに



株式会社Too 様

「情報をオープンにすること」でこう変わりました!

「他部署とコラボレーションしようとすると、社員が⾃発的に「Garoon」
上でスペースを⽴ち上げるようになってきました。必要な情報が共有され、
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。毎⽇のようにスペースが増えてき
ています。システムが確実に社員の⼿⾜となりつつあります」

!""#$%&&'()**+,-./*01,-*,2#&-($3$&"**&

お客様事例

コミュニケーション不⾜を補う

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


業務のイメージGaroonを使った

仕事に必要な情報が「新着通知」にまとまって届く

新 着 通 知

スケジュールの確認・連絡

ワークフローの処理

通達の確認

プロジェクトのやりとり



テレワークでの
Garoon利⽤事例

Garoonテレワーク利⽤事例

テレワークへの移⾏からプラグインの利⽤、Web会議連携まで

最新のGaroon利⽤事例を更にご紹介します。



ゼブラ株式会社 様

テレワークへのスムーズな移⾏
部署間で連携するとき、在宅勤務の⼈や遠⽅の⼈と仕事をするときこそ、
Garoonを活⽤できると思います。(…)在宅勤務でも、Garoonは平常時と同
じように使うことができました。

育児・介護休職中の希望者に対して、社内情報の取得⽤にiPadの貸し出しを
⾏っています。(…)働いている社員と同じように、Garoonの掲⽰板を⾒ても
らっています。(..)普段から社員の情報共有の場がGaroonの掲⽰板だからです。
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お客様事例

育児休業中の社員もGaroonで情報確認できる

Garoonテレワーク利⽤事例

https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/zebra2/


茨城県庁 様

テレワークでも
必要な情報をキャッチアップ
Garoonを含め庁内システムのクラウド化が進んでいたことで、テレワークも
スムーズに取り⼊れられました。

以前は電話や⼝頭でのやりとりが中⼼だったので、オフィスにいないと情報
が把握できませんでしたが、テキストでのやりとりが増えた現在は、オフィ

スで直接話さなくても、Garoonを⾒れば必要な情報が⼊ってくるようになり
ました。
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お客様事例

Garoonテレワーク利⽤事例

https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/ibaraki/


社会福祉法⼈
東京聴覚障害者福祉事業協会 様

Web会議プラグインによる
テレワーク推進
Video会議室 for Garoonで、Web会議が気軽にできるようになりました。
Garoonのスケジュールから簡単に起動でき、会話内容を字幕で表⽰してくれ

ます。
事務所勤務の職員は週に１〜２⽇は在宅勤務です。Garoonの個⼈メモに在宅
勤務で使うデータを貼っておくことで、場所を変えてもスムーズに業務がで

きます。不在時に電話を受けた⽅が電話メモを残したり、Video会議室 for 

Garoonで短時間の顔の⾒える会議を頻繁にしたりしています。
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お客様事例

Garoonテレワーク利⽤事例

https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/tokyo-choukaku/


京都⼥⼦学園 様

クラウド移⾏でテレワーク促進
クラウド移⾏したことで、家からでもスケジュールやメッセージを確認でき
るようになり、テレワークでも⼤いに役⽴っています。

管理者としては、サーバ管理の負担を⼤きく軽減できますし、常に最新の機
能を利⽤できるのもメリットです。

また、学園内に環境があると、万が⼀⾃然災害が発⽣した際に連絡⼿段がな
くなってしまうリスクもあります。BCPの観点からもクラウドが最適です。
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お客様事例

Garoonテレワーク利⽤事例

https://garoon.cybozu.co.jp/mtcontents/cases/kyoto-wu/


サイボウズ株式会社

テレワークへのスムーズな移⾏
以前からテレワークの社員もいたので、もともとスケジュールの共有や業務
連絡は全てGaroonやkintoneでやっていました。全⾯的なテレワークへの移⾏
もスムーズでした。

Garoonを提供するサイボウズ株式会社では、⾃社のテレワークでGaroonを活⽤しています

サイボウズはテレワークに関する情報を公開中
サイボウズのテレワーク導⼊の経緯やテレワーク実践のポイント、FAQなど
を掲載しております。
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Garoonテレワーク利⽤事例

https://telework.cybozu.co.jp/


Zoomと連携させて利⽤

Garoonを提供するサイボウズ株式会社では、⾃社のテレワークでGaroonを活⽤しています

チャットとGaroonの使い分け
「⽇々のコミュニケーションはGaroon、リアルタイムでのやり取りが必
要な場合はチャット」という使い分けをしています。チャットで話した

ことでも、議論の跡を残しておくべきことはGaroonのスペースにまとめ
て書いておきます。振り返れるようにしておくことで「あのときどうし
たんだっけ︖」といった事態を防⽌できます。サイボウズ株式会社

社内ではZoomを利⽤。Garoonのスケジュールから予約、参加が
できます。

Garoonテレワーク利⽤事例



Garoonの⾼い拡張性
お客様の運⽤に合わせて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

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。

連携製品例︓
・ワークフロー
・スケジューラー
・メール

・勤怠管理
・チャットボット
・ユーザー連携 など

プラグイン

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。

プラグイン例︓
・Teams連携
・Zoom連携
・Web会議機能

・kintone連携
・アンケート機能など

JavaScript / CSSカスタマイズ

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。
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連携製品やプラグイン、カスタマイズ例の⼀覧はこちら
!""#$%&&83>39*#3),-./*01,:*&!-&2(&()":-93$&?@AA?BCDEBDF

APIの仕様やドキュメントなどはこちら

https://garoon.cybozu.co.jp/function/expand/
https://developer.cybozu.io/hc/ja/articles/360039875971


92%のユーザーが「Garoonは使いやすい」と回答

使いやすさ

「操作が直感的に⾏えるこ
とから、ユーザーサポート
に要する時間がほぼない」

コストの削減

「ほしい機能が安価でワン
パッケージで⼿に⼊る」

「クラウド型で低廉なコス
トのサービスが受けられて
いる」

情報共有に効果

「遠距離にある拠点と密に
連携が取れるようになった」

「なにか聞かれれば、まず
Garoonを⾒て下さい、とい
うところから始められるの
で、ユーザー側、管理側、
双⽅の利便性が増したと思
います」

社外からのアクセス

「外出先からのリモートも
簡単なので業務に役⽴ちま
す」

※2021年 Garoonユーザーアンケートより「とても使いやすい」と「使いやすい」の合計値

92%の
ユーザーが
使いやすいと
回答※



ユーザビリティテストでは、サイボウズ製品を使ったことがない⽅を対象に、使いやすさを⼊念に確認。
そこで得られた情報から、使い勝⼿やニーズを紐解き、製品開発に活かしています。

何度もユーザビリティテストを⾏うことで、
⼈間の⾏動特性を徹底的に追及しユーザビリティを考慮したデザイン、操作性を実現しています。

ユーザビリティを考慮したデザイン設計



使いやすさを考慮し、たとえば以下のようなデザイン設計を⾏っています。

左上から右下へ、⾃然な⽬線移動で
読めるようレイアウトしています

ボタンを「動詞」で表記することで
なにができるかを明確に伝えます

ユーザビリティを考慮したデザイン設計
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⾼品質のカスタマーサポートと充実のセミナー

HDI格付けベンチマーク
3つ星獲得

サイボウズのカスタマーセンターは「HDI-
Japan」（ヘルプデスク協会）が主催する、
2022年「HDI格付けベンチマーク」対応記
録毎/モニタリング評価（電話）において通
算3回⽬の最⾼評価の3つ星を獲得しました。

サポート窓⼝の
⾼い満⾜度

サポート窓⼝をご利⽤いただいた⽅の94%
が「満⾜」と答えています。
※2019年 サイボウズユーザーアンケートより

活⽤のコツが学べる
管理者向けセミナーや資料

Garoonの操作⽅法や、活⽤のコツを資料や
セミナー、ブログでお伝えします。オフィ
シャルパートナーによる訪問型の製品勉強
会なども開催しています。
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サポートの詳細はこちら
!""#$%&&'()**+,-./*01,-*,2#&$1##*)"&

Garoonをご利⽤中の⽅向け活⽤浸透ナビはこちら

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


Garoonのクラウド基盤を⽀えるセキュリティ対策
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。

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

DoS攻撃、DDoS攻撃を
防⽌
特定のサブドメイン（URL）に短時間にアクセス
が集中した場合は、⾃動的に該当するサブドメイ
ンを停⽌し他の環境に影響が及ばないよう制御。
⾃動侵⼊検知・防⽌システムも備えています。

遠隔を含めた
4重バックアップ
ハードディスクの冗⻑化、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。東⻄
のデータセンターでの遠隔バックアップも実施し
ます。

稼働率は99.9952%
安定の稼働実績
Garoon は平均、99.9952%※の稼働率で運⽤し
ています。障害が発⽣した場合は⾃動復旧プロセ
スが開始し、5分以内に回復する⾃⽴分散型の仕
組みを搭載。ネットワーク障害などでサーバーが
異常を起こした場合も連鎖障害を防⽌します。
※2019年1⽉1⽇〜2019年12⽉31⽇までの稼働率実績の平均数値

モバイル2要素認証など
様々な認証⼿段
IPアドレス制限やBASIC認証はもちろん、スマー
トフォンの確認コードによる2要素認証や、クラ
イアント証明書による端末認証など様々なアクセ
ス対策⼿段を⽤意。ログイン履歴も確認可能で
す。

!""#$%&&'()**+,-./*01,-*,2#&=1+-":*+&$3-1):".&

セキュリティの詳細はこちら
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セキュリティチェックシートはこちら

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


クラウド版GaroonのSSOとAD連携について
以下の⽅法がございます。詳細については紹介資料をご覧ください

シングルサインオン（SSO）
SAML認証を利⽤（標準で提供）

ADによる認証（ADに登録されているユーザー
情報を利⽤して認証を⾏うこと）

ADFSを利⽤
AzureADを利⽤

ADによるユーザー連携（ADに登録されている
ユーザー情報をGaroonに登録すること）

OktaやOneLogin等の連携ソリューションを利
⽤
Azure Functionsを利⽤
サイボウズが提供するサンプルツールを利⽤

SSOとAD連携 詳細資料

Garoonと他システムとのシングルサインオンやAD連携について詳
しく解説した資料です。
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https://garoon.cybozu.co.jp/documents/Garoon_management_sso.pdf


ご契約⼈数 ⽉額 年額

〜300ユーザー 845円 / 1ユーザー 9,935円 / 1ユーザー

301〜1,000ユーザー 800円 / 1ユーザー 9,405円 / 1ユーザー

1,001〜3,000ユーザー
お問い合わせください

3,001ユーザー

クラウド版価格

※価格に消費税は含みません。
※クラウド版とパッケージ版は別契約となります。パッケージ版のサービスライセンス有効期限をクラウド版へ引き継ぐことはできません。
また、クラウド版をご契約後もパッケージ版の使⽤権は消滅いたしません。
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パッケージ版の価格はこちら

初期費⽤0円 5GB×ユーザー数契約期間1か⽉〜 利⽤⼈数10⼈〜

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


オプション
セキュアアクセス

クライアント証明書をインストールした端
末だけにアクセスを制限するしくみでセ
キュリティを強化できます。Garoonとユー
ザー数をそろえる必要はありません。

ディスク増設

10GB単位で追加可能。標準では⾜りない場
合にご利⽤ください。

kintone

kintoneと組み合わせることで、さらに幅広
い業務を効率化できます。5ユーザーよりご
契約いただけます。6ユーザー⽬以降は1
ユーザー単位でご契約いただけます。
Garoonとユーザー数をそろえる必要はあり
ません。

!""#$%&&;;;,-./*01,-*6&2#&$3)>:-3&*#":*+&

⽉額
250円 / 1ユーザー
（年額2,940円 / 1ユーザー）

⽉額
1,000円 / 10GB
（年額11,760円 / 10GB）
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kintone連携について
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https://www.cybozu.com/jp/service/option/
https://garoon.cybozu.co.jp/function/expand/kintone.html
https://www.cybozu.com/jp/service/option/disk.html


オンラインセミナー

「Garoon」導⼊を検討されているお客様向けのオンライ
ンセミナーを開催中。製品デモや、他製品との⽐較など

様々なコンテンツをご⽤意。

https://garoon.cybozu.co.jp/lp/seminar/newlist/

掲載している全ての情報は
Garoonの製品サイトからもご確認いただけます。 詳しくは ▶ https://garoon.cybozu.co.jp/

ぜひセミナーにぜひお申込みください

お問い合わせ

導⼊前のご質問・ご相談をメール・電話・Web会議も
しくは対⾯でなどで受け付けています。お気軽にお問

い合わせください。

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

https://garoon.cybozu.co.jp/lp/seminar/newlist/
https://garoon.cybozu.co.jp/
https://garoon.cybozu.co.jp/consult/

