
チームコラボレーションを実現するエンタープライズグループウェア

クラウド版
カタログ30日間無料でお試しできます。

お申し込み方法も簡単。最短5分でお客様専用の環境を用意することができます。

注意事項 ■Garoon on cybozu.comの標準ディスク容量は、契約ユーザー数×1G分となります。
■Garoon on cybozu.comの最低契約ユーザー数は10ユーザーとなります。
■契約期間は１ヶ月からとなります。
■表示価格はすべて税抜です。

動作環境

Windows

Webブラウザー 携帯端末（スマートフォン以外）

Flash

Internet Explorer 8 32bit版, 
Internet Explorer 9 32bit版（※1）
Mozilla Firefox（※2）, Google Chrome（※2）

Macintosh

iPhone／iPad

Safari 5,Mozilla Firefox（※3）

Safari（最新のiOS）（※3）

Android 近日対応予定

Windows
Adobe Flash Player最新版（ver.11）

Macintosh

※1 Internet Explorer 8/9に搭載され
ている「互換表示」機能を使用しての表示
は動作保証外となります。

※2 Mozilla Firefox 、Google Chrome
は最新版を動作保証といたします。

※3 最新のiOSで動作するブラウザです。
iPhone／iPadでは、一部制限事項がご
ざいます。

・iモード対応端末   ・Yahoo!ケータイ端末（ソフトバンク 3Gシリーズ）
・EzWEB端末（CDMA 1X WIN対応）

※サイボウズ、Cybozu、ガルーン、Garoon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、こちらをご参照下さい。
http://cybozu.co.jp/company/copyright/other_companies_trademark.html
Copyright © 2012 Cybozu  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

価格情報

月額

845円／ユーザー

800円／ユーザー

年額

9,935円／ユーザー

9,405円／ユーザー

お問い合わせください

ご契約プラン

～300ユーザー
Garoon

on cybozu.com
301～1,000ユーザー

1,001ユーザー以上

1,000円

250円／ユーザー

50,000円

11,760円

2,940円／ユーザー

588,000円

3,525円300円

10GB

証明書によるセキュアアクセス

1部屋

1アカウント

ディスク増設

セキュアアクセス

V-CUBE ミーティング
on cybozu.com

メールサーバー

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

お問い合わせ先

GCK-004-120803　本カタログの記載事項は変更になる場合がございます。   2012年8月現在

https://garoon.cybozu.com/
サービスに関するお問い合わせは、弊社ホームページへ 

cybozu.comにユーザー登録 管理画面で必要情報を登録 Garoon.comご利用開始!

「サイボウズドットコム ストア」より、ご
利用メールアドレスと任意のパスワードを
記入し、登録手続きを行ってください。申込
内容は後から変更することも可能です。

「cybozu.com管理画面」でユーザー
や組織の登録を行います。CSVで一括
でデータを読み込むことができます。   
管理画面では、使用中のディスク容量や
アクセスログの確認もできます。

「Garoon」にアクセスし、ご利用開始。
チーム単位や全社規模での情報共有  
基盤として、すべての機能を制限なく、
今すぐご利用いただけます。

「サイボウズドットコム ストア」アクセスはこちらから
https://garoon.cybozu.com/



東日本のデータセンター
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「データを外部に預けること」「運用を任せること」クラウド環境に興味を持っていても、

セキュリティやバックアップ体制など運用面での懸念は尽きません。そこで「Garoon」は、

企業の大切な情報資産を守り、安心してご利用いただくためのサービスを基盤から設計し

ました。ハードウェア障害時に備えたシステムの冗長化はもちろん、お預かりするデータ

のバックアップ、ヒューマンエラーを防止するオペレーションなど安定稼動を第一に体制を

整備しています。

例えば、お預かりしたデータを守るストレージサーバーは1サーバーにつき12台のハード

ディスクで構成され、そのうち10台をRAID6で冗長化しています。もし10台中2台が故障

してもデータが消失することはありません。バックアップは“Square”と名付けたストレー

ジシステムで管理。東日本のデータセンター内にある3台1組のストレージサーバー群で構

成されています。2台はRAID1でリアルタイムにレプリケーション（同期）させているので、

ストレージサーバーが故障した際も、データの消失やサービスの停止が起こることはありま

せん。さらに、1日1回のスナップショットを取り、バックアップ専用のストレージサーバー

へ送信します。このバックアップデータは、西日本のデータセンターへ瞬時に自動転送して

おり、遠隔地でもデータを守ります。

「万が一」そんな事態にも、業務を止めず安心してご利用いただける環境をお届けします。

大企業のデータを
クラウドで確実に守る

【認証登録範囲】クラウドサービス基盤（サーバ及びOS）の運用 
セキュリティマネジメントシステムを構築し、ISO/IEC 27001:2005の認証を取得しています。 

ヒューマンエラーを防止するオペレーション体制

データを守るストレージシステム“Square”の仕組み

西日本のデータセンター
バックアップデータを
自動転送

バックアップ

西日本

東日本

ストレージサーバー3
（バックアップ専用）

ストレージサーバー1 ストレージサーバー2

スナップ
ショット

スナップ
ショット

7日分
差分バックアップ

1日1回
バックアップ
データを送信

1日1回
バックアップ
データを送信

RAID1でリアルタイムレプリケーション

10台中2台に故障が発生しても
データは消失しない。

故障が発生したら
自動的にドライブを置き換え

RAID6で冗長化 ホットスペア

ストレージサーバーにおけるハードディスクの冗長化

予期せぬデータ消失等のトラブルは人為的過誤や失敗といったヒューマンエラーに起因することがよくあります。そこで、サイボウズで

はヒューマンエラーを防止するために下記の対策を行っています。

お客様環境の作成、サービスの追加などはシステムで

自動化し、人的操作による手動オペレーションは可能な

限り排除しています。

人為操作の低減1

手動オペレーションに関する操作は、すべて手順書を整備し、手順書に従っ

て実施することを遵守しています。手順書の整備および実施状況は、情報  

セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証機関による審査を受けています。

手順書作成の遵守および操作ログの自動記録2

製品バージョンアップ等、発生頻度が少なく影響範囲が大きい手動オペレー

ションを実施する際には、事前にお預かりしたデータ環境のバックアップを

行っております。また、万が一誤動作があった場合には直ちにデータを戻せ

る体制にしています。

手動オペレーション前のバックアップの徹底4

障害発生時等緊急時には手順書を伴わない手動オペ

レーションを許可しています。ただし、いかなる場合も

2人以上の技術者が確認の上で操作を行っております。

緊急時の手動オペレーション体制3



どの画面にいても、情報を探せる全文検索、自分宛の通知
を確認することができる固定ヘッダーを搭載。アプリ
ケーションの切り替え、最新情報の確認もこれひとつで、
画面操作に迷うことはありません。

自分に関係する情報をまとめて表示。
情報洪水におぼれず、自分が確認すべき
情報を見逃しません。

固定ヘッダー（全文検索、Myスペース、始めるメニュー）

最新情報通知

基本アプリケーション

全文検索
複数のアプリケーションを横断して  
「Garoon」内に蓄積された情報を
検索できます。添付ファイルの内容
もまとめて検索可能です。

メモ
ちょっとした文章を残したり、ファイル
を保存しておくことができます。

マルチレポート
業務に関する報告や議事録などを   
管理・共有することが可能です。スケ
ジュールやアドレス帳と関連付けて管理
することができます。

容

マルチ
業務に
管理・
ジュール
するこ

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。携帯電話のメールに   
通知を送ることも可能です。

ToDoリスト
登録したタスク（ToDo）の締切日や
重要度を設定してスケジュール上で  
管理することができます。

タイムカード
「Garoon」にログインした時間および
ログアウトした時間を出社時間、退社
時間として自動的に記録できます。

ポータル
全社ポータル、部署ポータル、Myポー
タルなど、様々な切り口でのポータル
ページを作成することができます。

スペース
ディスカッションスペースと、共有ToDo
機能を備えているため、チームのタスク
をスムーズに進行することができます。

ワークフロー
申請業務を行うことができます。定
型フォームが簡単に作成でき、経路
の自動選択や条件分岐なども設定で
きます。

RSSリーダー
RSSフォーマットの情報を受信し、
ポータルに表示することができます。

リンク集
情報の種類や内容ごとに分類すること
ができるリンク集です。他のWeb型業
務システムも、スッキリ整理できます。

在席確認
在席情報を他のユーザーに知らせる
ことができます。

連携API
「Garoon」の様々な機能を外部の  
プログラムから利用することができる、
SOAP形式のインターフェースです。

Cybozu.net
最新のニュースや出張時のホテル    
予約などビジネスに役立つ情報を集
めたポータルサイトです。

ケータイ
携帯電話のブラウザーから「Garoon」
の様々な機能を利用できます。

三ヵ国語
日・英・中三カ国に対応しています。
海外展開をしている組織でも導入コスト
がかかりません。

KUNAI（スマートフォン）
スマートフォン専用アプリケーション
に「Garoon」の情報をシンクして    
閲覧・編集することができます。

タイムゾーン
メンバーごとにタイムゾーンの設定が    
可能です。海外に拠点を持つ企業
で、スムーズに情報共有を行うこと
ができます。

施設予約
施設や備品の予約をすることができ
ます。施設・備品ごとに予約可能者や
予約可能時間の設定ができます。

スケジュール
個人やチームのスケジュールを登録・変更で
きます。タイムゾーンが異なる拠点との調整
も手間なく行える高機能スケジューラーです。

アドレス帳
組織や部署ごとに共有のアドレス帳を
作成することができます。

お気に入り
よくアクセスするファイルや、後で確認
しようと思っていたメッセージを登録し
ておくと、簡単に閲覧できます。

メール
マルチアカウント対応のWebメール
です。利用端末を限定せずに利用で
きます。

メッセージ
社内のメーリングリストとして、特定
のユーザーへの連絡や、情報共有を
行うことができます。

ファイル管理
バージョン管理ができるので、変更
履歴が一目瞭然。常に最新ファイル
を社内で共有できます。

掲示板
部署や組織ごとにカテゴリを分けて社
内の連絡事項を伝えることができます。

チームコラボレーションを実現する
充実のアプリケーション
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リマインダー
（Cybozu Desktop）
ブラウザーを起動していなくても、新着
情報や会議の開始時刻をポップアップ
で通知できます。

※クラウドの全文検索については2012年9月のアップデート実施後にご利用いただける予定です。

※2012年9月アップデート実施後にご利用いただける予定です。



Garoon がより使いやすくパワーアップ！
日々の業務効率がもっと上がる
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より情報を検索しやすく

「Garoon」内に蓄積された複数アプリケーション内の情報に加えて、

添付されているWordやExcelファイル内の文章も検索することが

できます。期間、言語、アプリケーションごとの絞り込みや、複数 

アプリケーションを横断して検索することができ、散在した情報を  

効率よく検索できます。情報の活用率がアップするとともに、類似す

る書類作成の手間を省き、作業効率が飛躍的にアップします。

ファイルの中身まで高速検索。
貴重な情報資源を眠らせない

※全文検索は2012年9月アップデート実施後にご利用いただける予定です。

NEW

メールの作成画面でアドレス入力でインクリメンタルサーチができます。

To、Ccアドレス入力時の手間を省き、対応のスピード化につながり

ます。また、送受信したメールをメッセージに転送することができ、

社外連絡のやり取りを素早く社内展開することができます。

より使いやすいユーザービリティ

メールのユーザーインターフェース改良 NEW

より快適なモバイルアクセス環境

モバイル対応のアプリケーションが  さらに充実。新たに

「スペース」「メール」もスマートフォン専用画面からアクセス

することができ、活用の幅がより広がりました。

モバイルユーザーインターフェースの強化 NEW

ドラッグ＆ドロップでのファイル移動、さらに複数のファイルを一括

登録することができます。ファイル添付の操作性が一段と向上した

ことにより、作業にかける時間を短縮することができます。

ファイルのドラッグ&ドロップ NEW

マルチデバイス   より多様なワークスタイルに対応する進化したモバイルアプリケーション

　　 専用アプリケーション「KUNAI」でストレスもなし

iPhone、Android など主要プラットフォームに対応した専用アプリ

ケーションです。地下鉄や空港内などの外出先でもオフラインで   

利用ができ、WordやExcelファイルの閲覧も可能です。

2　　 マルチデバイスで利用可能

スマートフォン、タブレット型端末からも「Garoon」の主要アプリ

ケーションにアクセスすることができます。移動中や出張先からも素早く

業務に取り組めるので、社外、海外へと飛びまわるビジネスマンも

素早く状況を確認でき、どこにいても業務スピードを落としません。

1

どの画面にいても情報を探すことが
できる検索窓を配置。

検索した情報を期間やアプリケー
ションごとに絞りこみ検索精度を上
げることができます。

組織横断型のプロジェクトを支援します。「誰が、何時、何をするか」を明確化し、そのステータスも一目で共有できます。企業内の
コラボレーション業務を効率化し、成功プロジェクトのノウハウを着実に企業内で蓄積・伝承することができます。

スペース   チームの成果を最大限に引き出すコラボレーションツール

議題ごとにディスカッションスペース
を設けることができます。

ディスカッション
プロジェクトのタスク推移を
一目で確認できます。

共有ToDo

kintone連携
「スペース」は業務アプリケーション開発基盤「kintone」
と連携し、案件やアンケート情報などストック型の情報を
プロジェクトに紐付けて効率的に管理できます。

インクリメンタルサーチ メッセージ転送 ドラッグ＆ドロップ 一括登録

スペース メール

スケジュール ワークフロー メッセージ

Garoonの機能詳細（1）

※本機能はHTML5で実装しているため、現在はInternet Explorerでは利用することができません。

※「サイボウズ KUNAI for iPhone」は後日対応予定です。





管理者にも利用者にもうれしいシステム管理メニュー

パッケージ版からの移行
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ユーザー情報の管理   多様な雇用形態にも対応！きめ細かなユーザー管理

セキュリティオプション

企業、組織情報の管理はもちろん、また組織図にはない「役員」「部長」「秘書」などの役職や、「協力会社」「派遣社員」といった属性別の「ロール」

を作成し、所持させることで、きめ細かなアクセス権設定や管理が可能です。またAdministrators(アドミニストレーター )ロールを所持さ

せることで、管理権限を持つユーザーを指定できます。

権限委譲Administrator

システム管理者 アプリケーション
管理者

運用管理者

恋沼部長

林原課長

長谷川さん

佐々木さん

佐藤部長

谷課長

広末さん

藤田さん

山下さん

海外部長

山田課長

田中さん

中山さん

山岸さん

本社

総務部 開発部 営業部

部長ロール

秘書ロール

Administrators
ロール

セキュアアクセスは外出先や自宅など社外からPCやモバイルを使って安全にアクセスしたい場合に、より強固なセキュリティ環境を整えること

ができる証明書オプションです。ユーザー単位でクライアント証明書を個別に発行し、利用ユーザー以外の不正なアクセスを防止することが

できます。万が一利用していたデバイスを紛失した場合でも、当人が使用していた証明書を無効にすることで、他メンバーには影響を与えずに

紛失した端末からのアクセスを一切不可にすることができます。

セキュアアクセス

データ移行ツール画面のイメージ

①モバイル環境から利用する端末に
　クライアント証明書をインポート

②キュアアクセス用URL
　へアクセス ③クライアント証明書を認証 ④「Garoon」を利用できる

バッケージ版「サイボウズ Office」、「サイボウズ ガルーン」に蓄積されたデータをクラウド環境の「Garoon」へデータ移行することが可能です。

「サイボウズ Office」、「ガルーン」（旧バージョン）から「ガルーン 3.x」（最新版）へコンバート／
バージョンアップします。その後、データ移行ツールを利用して転送・コンバートします。

クラウド環境へのデータ移行プロセス

パッケージ版環境

サイボウズ Officeサイボウズ Office
サイボウズ ガルーンサイボウズ ガルーン

移行準備環境

サイボウズ ガルーンサイボウズ ガルーン
3.ｘ（最新版）3.ｘ（最新版）

クラウド環境

Garoon on
cybozu.com

アクセス権の設定   高度な情報管理をラクラク実現

柔軟性に富んだアクセス権の設定で、手軽に確かなセキュリティを確保できます。

許可の対象が少数の場合に便利
利用例：秘書だけが役員のスケジュールを閲覧できる設定

制限の対象が少数の場合に便利
利用例：派遣社員以外が閲覧できるフォルダを設定

GRANT
（許可の対象を選択する）

REVOKE
（制限の対象を選択する）

　  ２つのセキュリティモデルから選択可能 1

　  ユーザー、組織、ロールを対象に設定可能2

　  許可された操作の範囲を設定可能（閲覧、書き込み等）3

1

2 3

システム管理者のシステム管理権限、およびアプリケーションごとの運

用権限を個人または任意のグループへ委譲することができ、システム管

理者が抱えていた管理業務を軽減します。

アプリケーションごとにログを取得することができます。ログイン情報

や、ファイルのダウンロード情報などを、レベル別に管理することがで

きます。

オフィスはもちろん、外出先や自宅などからも安全にアクセスできる環境を整え、想定外のアクセスをシャットアウトすることができます。
「知っていること」と「接続元」による2段階の認証（2ファクター認証）を採用

一般的なクラウドサービスは、ユーザーIDとパスワードで認証しますが、
企業ユースでは決してセキュリティが高いとは言えません。「Garoon」
では、ID、パスワードだけでなく「独自サブドメイン」を標準で設定する
ことができ、企業ごとに異なるURLでアクセスすることができます。

「知っていること」による認証
さらに「IPアドレス制限」と「クライアント証明書によるセ
キュアアクセス」により、許可されていない第3者のアク
セスを排除することができます。

「接続元」による認証

サービス提供環境／セキュリティ

IPアドレス制限
セキュアアクセス

（クライアント証明書オプション）

「接続元」による認証

サブドメイン発行
BASIC認証
ユーザー名+パスワード

「知っていること」による認証常時SSL

データ

cybozu.com

インフラ（IaaS）

※データ移行に関しては、サイボウズオフィシャルパートナーまでお問い合わせください。

「Garoon」セキュリティの仕組み

権限委譲　管理者負担を軽減 監査ログ　システムの利用状況を確実に把握　
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