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業務提携に関するお知らせ 

 

  当社は、サイボウズ株式会社（東証一部 4776）ならびにその連結子会社であるサイボウズ・

メディアアンドテクノロジー株式会社と、本日業務提携を行うことに基本合意いたしました。そ

こで、業務提携の概要などについて、３社共同で別紙のとおりリリースいたしましたので、お知

らせいたします。 

 

なお、本提携が当社の今後の業績に与える影響は現時点では不明ですが、業績に重大な影響を

与えると判明した場合には速やかにお知らせいたします。 

 

以上 
 



本リリースは、サイボウズ株式会社とサイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社、さくらイン

ターネット株式会社の 3社による共同リリースです。重複して配信される可能性がありますが、あらか

じめご了承ください。 
 

報道各位  

2007 年 5 月 24 日 

サイボウズ株式会社 

サイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社 

さくらインターネット株式会社 

 
サイボウズと、さくらインターネットが業務提携 

～ グループウェアとシンクライアント、ホスティングサービスの 3つを 

連携させた企業向けサービスを 2007 年 7 月から提供開始 ～ 

 

 

 

 

サイボウズ株式会社 (本社: 東京都文京区 代表取締役社長: 青野 慶久 (戸籍名: 西端 慶久) 以下サ

イボウズ) とサイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社 (本社: 東京都文京区 代表取締役社

長: 土屋 継 以下サイボウズ MT)、さくらインターネット株式会社 (本社: 大阪市中央区 代表取締役

社長兼最高経営責任者: 笹田 亮 以下さくらインターネット) の 3 社は、ビジネスユーザーへ更に便

利な業務環境を提供するため、本日 2007 年 5 月 24 日 (木)、業務提携することに合意いたしました。

具体的には、2007年7月からさくらインターネットがリリースを予定しているホスティングサービス「ビ

ジネスホスティング」にサイボウズのグループウェアを搭載し、ASP (Application Service Provider） 

により提供開始いたします。また、サイボウズ MT のシンクライアント製品「Nexterm (ネクスターム)」

も「ビジネスホスティング」のオプションサービスのひとつとして提供する予定です。これを機会に各

社は相互に得意とする領域を合わせることで事業基盤を強化し、企業の業務改善に貢献してまいります。

また今回のサービスをより多くのお客さまへ提供できるよう、サイボウズ MT は「ビジネスホスティン

グ」を「Nexterm」と併せて独自ブランドのサービス「リモートスタイル」として 7 月から提供開始を

予定しています。 
 

さくらインターネットが 7月から提供開始を予定している「ビジネスホスティング」とは、お客さまご

とに用意した専用のサーバにメールやグループウェア、ファイルサーバ、PC のデスクトップ環境といっ

た業務環境そのものを構築し、ご利用いただく企業向けホスティングサービスです。お客さまが独自で

データを安全に管理するには、多大な苦労を要しますが、当サービスでは、低価格で 24 時間 365 日の

保守運用体制のデータセンターにて管理いたしますので、お客さまがデータ損失や情報漏えいなどのリ

スク対策に多大な時間や費用をかける必要はありません。また、ユーザー情報はコントロールパネルで

一括管理され、全てのシステムを同一の ID とパスワードで利用できますので、管理者は大幅に負担を

軽減することが可能になります。 
 

このように「ビジネスホスティング」は安全で便利なホスティングサービスですが、これが今回の業務

提携でサイボウズのグループウェアもご利用いただけるようになり、利便性が向上します。サイボウズ 

のグループウェアは、約2万 5千社のユーザーさまにご利用いただいているビジネスソフトウェアです。

当製品の「スケジューラー」や「掲示板」機能を使うことで、スケジュール調整などの中間業務の省力

化が可能になることはもちろん、各個人に閉じられがちだった知識やノウハウなども蓄積・シェアする

ことができるようになります。またそれにより企業の知識レベルとコミュニケーションが格段に向上い

たします。 
 

なお今回はグループウェアだけでなく、サイボウズ MT のシンクライアント製品「Nexterm」も「ビジネ

スホスティング」のオプションサービスのひとつとしてご利用いただくことができます。シンクライア

ントとは、社員が使うコンピュータに最低限の機能しか持たせず、サーバ側でアプリケーションソフト

やデータなどを管理するシステムのことです。アプリケーションのバージョンアップはサーバ側での一

括更新が可能になりますので、システム運用コストの大幅な削減が可能です。また当機器は端末へのデ

ータ保存が不可能になっているので、情報漏えい防止にも役立ちます。このようにシンクライアントは

運用・管理コスト削減の面で多くの利点があることから、最近は特に注目が集まっています。 
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この需要の高いグループウェアやシンクライアントが「ビジネスホスティング」サービスでもご利用い

ただけるようになることで、お客さまは自社に合った機能を活用することができ、利便性が大幅に向上

いたします。このようにサイボウズとサイボウズ MT、さくらインターネットの 3社は、企業の業務改善

に貢献するため、製品・販売の両面で業務提携し、当事業を推進してまいります。 

 

■販売開始時期 

2007 年 7 月 

 

■製品ホームページ 

 ・ビジネスホスティング 

  http://www.sakura.ad.jp/services/business/ 

  

・サイボウズ グループウェア 

  http://cybozu.co.jp/ 

 

 ・Nexterm 

  http://www.nexterm.jp/ 

 

■販売・お問合わせ窓口 

・さくらインターネット株式会社  

〒163-0706 東京都新宿区西新宿 2-7-1 新宿第一生命ビルディング 6階 

MAIL: support@sakura.ad.jp / TEL: 03-5339-9652 

・サイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社  

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-5-11 新虎ノ門ビル 9階 

MAIL: info@cybozu-mt.jp / TEL: 03-3560-1366 / FAX: 03-3560-1330 

 

■会社概要 

□サイボウズ株式会社 

商号 サイボウズ株式会社 

設立 1997 年 8 月 8 日 

代表者 代表取締役社長 青野 慶久（本名：西端 慶久） 

所在地 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12 階 

資本金 553,000 千円 

ホームページ http://cybozu.co.jp/ 

事業内容 サイボウズはソフトウェア会社として 1997 年に設立されました。誰もが簡単に使え

ることを追求したコンセプトに基づき、ビジネス用ソフトウェアを開発・販売してい

ます。主力製品のウェブ型グループウェア「サイボウズ Office」と「サイボウズ ガ

ルーン」は、現在 2万 5千社を超えるユーザーさまにご利用いただいています。今後

はソフトウェア事業だけでなく、インターネットサービス事業やモバイルサービス事

業などにも注力してまいります。 
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□サイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社 

商号 サイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社 

設立 1995 年 10 月 30 日 

代表者 代表取締役社長  土屋 継 

所在地 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12 階 

資本金 257,916 千円 

ホームページ http://www.cybozu-mt.jp/ 

事業内容 サイボウズ・メディアアンドテクノロジーでは、ハードウェア事業からセキュリティ

メディア事業ならびに調査資料販売事業までを総合的に展開しています。ハードウェ

アを取り扱うシンクライアントソリューション事業では、組込の技術力を強みにした

高品質な純国産製シンクライアントで国内トップクラスの導入実績があります。今後

は、端末だけではなく、企業の情報漏えい・セキュリティ対策の強化や情報システム

インフラの運用コスト削減を実現するソリューションを提供してまいります。 

 

□さくらインターネット株式会社 

商号 さくらインターネット株式会社 

設立 1999 年 8 月 17 日 

代表者 代表取締役社長兼最高経営責任者  笹田 亮 

所在地 大阪市中央区南本町 1丁目 8-14 堺筋本町ビル 9階 

資本金 391,450 千円 

ホームページ http://www.sakura.ad.jp/ 

事業内容 さくらインターネットは、データセンター事業を行っており、データセンターとしては 
国内有数の規模を誇るバックボーンと高いコストパフォーマンスを背景に、コンテンツサイト

やコミュニティサイトなど近年躍進を遂げているインターネットプロフェッショナル企業から支

持を受け、約10％のインターネットアクセスシェアを記録しています。ハウジング事業のみで
なく、運用保守や個人向けレンタルサーバ等に事業領域を広げております。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

《本件に関するお問い合わせ先》 

■マスコミ各社様からのお問い合わせ先 

・サイボウズ株式会社 担当：村松 

    〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12 階 

  MAIL: pr@cybozu.co.jp / TEL: 03-5805-9037 / FAX: 03-5805-9036 

・サイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社 担当：安田・吉田 

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-5-11 新虎ノ門ビル 9階 

MAIL: info@cybozu-mt.jp / TEL: 03-3560-1366 / FAX: 03-3560-1330 

・さくらインターネット株式会社 担当：PR チーム 

〒163-0706 東京都新宿区西新宿 2-7-1 新宿第一生命ビルディング 6階 

MAIL: press-ml@sakura.ad.jp / TEL: 03-5339-9653 / FAX: 03-5339-9655 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

※本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 
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