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FUJITSU ビジネスアプリケーション サイボウズ ガルーン SaaS 
サービス仕様 
（型名：NS56500G 
  富士通WEB MART for クラウド用型名：NS54502G） 

第2.0版 

※本サービス仕様は、契約内容の一部です。 
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変更履歴 
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版数 適用日 変更内容 

1.0 2013年9月10日 初版 

2.0 2014年2月28日 第2.0版 
・富士通WEB MART for クラウド用型名を追加しました。 
・サイボウズ ガルーン3.7にバージョンアップしました。 
・動作環境を変更しました。 
・モバイル対応を変更しました。 
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サービス仕様概要  

※ノークリサーチ社 「2012年版中堅・中小企業のITアプリケーション利用実態と評価レポート」グループウェア部門」 

富士通データセンター 

契約者 

サイボウズ ガルーン3.7 

FUJITSU Cloud IaaS 

Internet 

ID単位の従量課金で 
利用可能 

SaaSで 

ご提供 

運用 

ヘルプデスク 

構築 

FUJITSU ビジネスアプリケーション  
サイボウズ ガルーン SaaS 

 サイボウズ ガルーン3.7を富士通のクラウド基盤FUJITSU Cloud IaaS上に構築し、
SaaS型のサービスとしてご提供 

 400社以上の導入ノウハウを活用(サーバ構築型の導入含む) 

 国内グループウェアシェアNo1※の充実したグループウェア／ポータル機能の利用に加え、
他システム連携等のカスタマイズ可能 

2 
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用語の定義 

3 

本サービス仕様における用語の定義は、以下のとおりとします。なお、富士通SaaSサービス利用規約（以下「利用規約」と

いう）において定めのある用語については、特段の定めなき限り、当該規約における用語の定義と同一とします。 

 

(1) 「サービス利用者」とは、サービス管理者、契約者の従業員および契約者の会員などの利用対象者をいいます。 

(2) 「サービス管理者」とは、契約者の窓口として権限を持つ業務連絡先の契約者の担当者をいいます。 

(3) 「基本ID」とは、サービス利用者が本SaaSサービスを利用するためのIDおよびパスワードを総称していいます。 

(4) 「Administrator権限」とは、システム全体を管理できるスーパーユーザー権限をいいます。 

(5) 「共用ドメイン」とは、基本サービスにおいて当社が提供するドメインをいいます。 

(6) 「共用ドメイン領域」とは、共用ドメインに対応した領域をいいます。 

(7) 「契約者専用ドメイン」とは、基本サービスにおいて契約者より通知のあったドメインの名称をいい、当社が提供する共用

ドメインは含みません。 

(8) 「契約者専用ドメイン領域」とは、契約者専用ドメインごとに当該ドメインに対応した領域をいいます。 

(9) 「基本ディスク」とは、サービス利用者が基本サービスの機能を用いて作成した掲示板記事等のデータを保存するための

ディスク領域をいいます。 
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サービス提供時間帯 
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基本サービスが「平日サポート」 
の場合 

基本サービスが「24時間サポート」 
の場合 

サービス提供時間帯 24時間365日 
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SaaSサービス実施の前提条件 
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項目 内容 

サービス管理者 5名まで設定頂けます。 

契約者専用ドメイン 

契約者が契約者専用ドメイン領域を希望し、かつ契約者専用ドメインをあらかじめ取得して
いない場合、契約者はドメイン取得代行サービスを利用し契約者のドメインを取得するか、ま
たは自ら契約者のドメインを取得頂く必要があります。 
なおドメイン取得代行サービスを利用する場合、株式会社日本レジストリサービス（以下
「JPRS」という）にドメイン取得、およびネームサーバを申請するために必要な情報も記載し
て申請頂く必要があります。 

SSLサーバ証明書の情報 
基本サービスにおいて使用を希望するSSL証明書の情報。 
契約者は、契約者専用ドメイン領域を希望する場合、当社の指定するSSLサーバ証明書
を、当社の指定する数量分用意して当社に提供頂く必要があります。 

接続元IPアドレス 当社サービス環境へのアクセスを許可するグローバルIPアドレス。 

送信メール情報 
送信メールサーバのメールサーバ名および本サービスのWebメール機能を利用して送信を許
可するポート番号。 

受信メール情報 
受信メールサーバのメールサーバ名および本サービスのWebメール機能を利用して受信を許
可するポート番号。 

DNSのゾーン情報 契約者がDNSで正引きゾーン情報および逆引きゾーン情報を利用するために必要な情報。 

契約者は、当社所定のフォーマット（以下「申請書」という）に以下の事項を記載のうえ、当社に通知いただきます。 
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動作環境 
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本SaaSサービスを、当社が提供する共用ドメインで利用するにあたってのクライアントの動作環境は、
以下のとおりです。 

ただし、契約者専用ドメインで本SaaSサービスを利用する場合は、SSLサーバ証明書の制約によって
使えない場合があります。 

 
OS ブラウザ 

Windows 

Internet Explorer 6 / 7 / 8 / 9 / 10（desktop版）/ 11（desktop版） 

Mozilla Firefox (※1) 
Google Chrome (※1)  

Macintosh 
Safari (※1)  
Mozilla Firefox (※1) 

iPhone / iPad iOS6 Safari / iOS7 Safari  (※2) 

Android Android 2 / 3 / 4  標準ブラウザー (※1) (※2) 

※1 最新版を動作保証といたします。 
※2 iOS Safari、Android 標準ブラウザーでは書式編集の使用ができません。 

※3 その他、各ブラウザ利用にあたっては、注意事項がありますので、 

   サイボウズ社ホームページに記載の注意をご確認ください。 

http://products.cybozu.co.jp/garoon/product/environment/
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基本IDおよび管理者権限について 
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ID種別 管理者権限 基本機能 初期設定 特徴 

ビルトイン 
アカウント 

Administrator 
(※1) 

○ 1ID システム全体を管理できるスーパーユーザーです。 

基本ID 
(※2) 

Administratorsロールを
付与されたユーザー(※1) 

○ 
5IDまで 

（サービス 
管理者用） 

Administratorsロール(役割)を付与した特定のガルーンユーザーです。
Administrator権限を持ち、ガルーンシステム全体を管理できます。 

基本システム管理者 ○ - 
基本システム管理者として指名された、ガルーンユーザーです。ユーザー
管理、アプリケーションの利用／停止の設定などができます。 

アプリケーション管理者 ○ - 
各アプリケーションの設定、管理を行えるユーザーです。ポータルの設定、
メールの各種設定、掲示板やスケジュールなどが管理できます。 

運用管理者 ○ - 

与えられた権限の範囲で、設定変更やフォルダの追加／削除、データの
削除などを行えるユーザーです。アプリケーションやフォルダ毎に管理者を設
定することができます。 
※ユーザー操作画面にて管理を行います。権限のあるカテゴリを表示した
際に、管理メニューが自動的に表示されます。 

ー ○ - 基本機能のみ利用できます。 

(※1)Administratorは、管理ができる範囲を指定して、基本IDに権限を委譲することができます。 
(※2)基本IDの設定はお客様にて実施頂きます。 
(※3)サービス管理者用IDについても、権限・利用者情報を設定変更可能です。 
       設定変更の際、必ずしもサービス管理者情報を変更する必要はありません。 

ガルーンシステム(Administrator) 

基本システムに関する管理 
(基本システム管理者) 

各アプリケーションの全体的な管理 
(アプリケーション管理者) 

ユーザー 
管理 

カレンダー 
管理 ・・・・・・・・ 

フォルダやカテゴリの運用管理 
(運用管理者) 

アドレス帳 ファイル管理 

ブック1 

・・・ 

・
・ 

ブック2 

フォルダ1 

フォルダ2 

掲示板 

カテゴリ1 

カテゴリ2 

・
・ 

・
・ 
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メニュー体系 
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サービス名 料金形態 数量の単位 

基
本
サ
ー
ビ
ス 

基本設定 平日サポート  一括 式 

基本設定 24時間サポート 一括 式 

基本利用 平日サポート（50ID単位） 月額 ID 

基本利用 24時間サポート（50ID単位） 月額 ID 

オ
プ
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス 

オプション アクセス制御設定変更  一括 式 

オプション ドメイン取得代行 一括 式 

オプション ドメイン登録 一括 式 

オプション ドメイン管理 月額 式 

オプション ドメイン設定変更 一括 式 

オプション DNS設定（正引き） 一括 式 

オプション DNS利用（正引き） 月額 式 

オプション DNS設定変更（正引き） 一括 式 

オプション 増設ディスク設定 一括 式 

オプション 増設ディスク利用 月額 式 
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基本サービス仕様 

9 
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基本設定サービス 
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項目 内容 

基本IDの数量（以下「基本ID
数」という）の設定および通知 

基本ID数を、基本利用の数量分設定し、契約者およびサービス管理者に通知します。 
基本IDにより、サービス利用者は、基本機能を利用できます。 
なお、基本ID数は300IDから50ID単位で追加し、3000IDを超えない範囲で利用でき
ます。 

Administrator権限を有する
IDおよびパスワードの設定および
通知 

ビルトインアカウント（Administrator権限を有し、インストール後の初期設定で利用す
るためのスーパーユーザーをいう）のIDおよびパスワードを設定し、サービス管理者に通知し
ます。 
またサービス管理者用のIDとして、基本IDのうちの一部IDにAdministrator権限を設定
し、サービス管理者に通知します。 
なお、サービス管理者もしくは管理者権限（Administrator権限を含むがこれに限らな
い）を付与されたサービス利用者は、基本機能のほか、権限に応じて管理機能を利用で
きます。 

共用ドメイン領域もしくは 
契約者専用ドメイン領域の設定 

当社は、当社が提供する共用ドメイン領域に対応したサービスを提供します。 
ただし、契約者が希望した場合に限り、契約者専用ドメイン領域を準備し、契約者より通
知のあったドメイン名およびSSLサーバ証明書を設定するものとし、当該契約者専用ドメイ
ン領域に対応したサービスを提供します。 

基本ディスクの設定 契約者のデータを保管するための基本ディスクを100GB提供します。 

アクセス制御設定 当社サービス環境へのアクセスを、接続元IPアドレスからのみ許可する設定を行います。 

DNSの逆引きゾーンの設定 

契約者が希望した場合に限り、当社は、契約者のために取得した属性型・地域型ドメイ
ンおよび汎用JPドメイン、または契約者が自己の責任と費用負担によって取得した属性
型・地域型ドメイン、gTLDドメインおよび汎用JPドメインを利用するためのDNSの逆引き
ゾーンを設定します。 
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基本利用サービス 
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項目 内容 

基本機能の利用環境の維持・運用 サービス利用者が基本機能を利用できる環境を維持・運用します。 

管理機能の利用環境の維持・運用 
サービス管理者もしくは管理者権限を付与されたサービス利用者が、管理機
能を利用できる環境を維持・運用します。 

アクセス制御設定の維持・運用 
基本設定において設定した当社サービス環境へのアクセス制限設定内容を維
持・運用します。 

DNSの逆引きゾーン設定の維持・運用 
基本設定においてDNSの逆引きゾーンを設定した場合に限り、本設定を継続
して提供します。 
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基本サービスの提供機能 
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【利用可否の凡例】 
○：利用可能 
△：お客様にて、動作に必要な環境（サーバ、通信環境、アプリなど） 
    を準備することで、方式によっては利用可能 
▲：お客様にて、サイボウズ社の使用許諾にしたがって利用 
■：個別環境設定支援サービスを別途ご契約いただき、またお客様にて、 
   動作に必要な環境（サーバ、通信環境、アプリなど）を準備することで、 
   利用可能 
×：利用不可 

区分 主なアプリケーション 利用可否 

基本機能 ポータル ○ 
ポータル（HTMLポートレット／PHPポートレット） ○ 

ワークフロー ○ 

スペース ○ 

モバイル（サイボウズ KUNAI for iPhone／サイボウ
ズ KUNAI for Android） 

▲ 

モバイル（サイボウズ リモートサービス） × 

モバイル（ガルーン3 ケータイ） ○ 

国際化 ○ 

リンク集 ○ 

スケジュール／施設予約 ○ 

メッセージ ○ 

掲示板 ○ 

ファイル管理 ○ 

メモ ○ 

電話メモ ○ 

タイムカード ○ 

ToDoリスト ○ 

アドレス帳 ○ 

メール △ 

お気に入り ○ 

全文検索 × 

マルチレポート ○ 
Cybozu Desktop ▲ 

リマインダー ▲ 

通知一覧 ○ 

RSSリーダー ○ 

在席確認 ○ 

cybozu.net ▲ 

連携API ■ 

区分 機能 利用可否 

管理機能 ロール ○ 

アクセス権 ○ 

運用管理の権限移譲 ○ 

ポータルの作成 ○ 

お客様情報 ○ 

アプリケーション ○ 

ユーザー  ○ 

認証 △ 

シングルサインオン △ 

ファイル管理 ○ 

画面 ○ 

カレンダー ○ 

通知 ○ 

ロギング ○ 

ライセンス × 

外部サーバー（メールサーバ） △ 

外部サーバー（Proxyサーバ） △ 

ローカライズ ○ 

管理権限 ○ 
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トップページはあらゆる機能を利用するポータル（玄関口）となります。 

ポータル 

13 

ポータル／ポートレットのアクセス権 

ポータルやポートレットに、アクセス権を設定し、提供
する情報を制御することができます。アクセス権は個
人・組織・役割（グループ）単位で設定します。 

ポータル（タブ） 
よく使う機能を1ページに 

まとめたものをポータルと呼びます。 

ポータルページが複数ある場合、 
タブを切り替えて利用します。 

アプリケーション メニュー 
各アプリケーションにアクセスします。 

個人設定で表示形式の変更も可能です。 

ユーザー名 
個人向け設定、ログアウトなど 

個人操作向けのメニューを開きます。 

最新情報 
利用している機能に関わらず。 

最新情報を確認できます。 

画面はイメージです 

ポートレット 
情報の一部をポータル上に表示させる 

「部品」の1つ1つをポートレットと呼びます。 

ガルーンのアプリケーション以外に、 
他システムの情報を表示させることも出来ます。 

（連携を行う場合、通信環境含めて検証が必要です） 
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ワークフロー 
申請／許可を必要とする作業は、ワークフローで効率よく！ 

様々な 
入力形式 

寮・社宅 

退去届 

アドレス帳から 
自動引用 

伝票は何種類でも作成可能。 
費用は発生しません！ 

承認 

× 

■ワークフローシステムとは 
 決裁／受理／許可を求めるための様々な伝票を電子化し、 
 自動的に回送するシステムです。 フォーマットや回送（処理）先が明確 
 になり、電子データを一元的に保管、履歴を管理する機能を持ちます。 

データ 

検索 
再利用 

× 

伝票例 

承認依頼一覧 

回送経路 

ファイル 
添付 

最新情報 
ワークフローの情報も 

最新情報へ表示されます。 

住所変更届 
出張 

報告書 

コメント 
伝票に対するコメントも 
一覧表示できます。 

画面はイメージです 
14 
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組織横断型プロジェクトで専用の場（スペース）を用意し、プロジェクトのメンバーで 
タスクやファイルの共有やディスカッションを行う事ができます。 

スペース 

ファイル共有機能  

ディスカッションに登録された
ファイルの一覧を画面右側に
表示可能です。 

ディスカッション 
メンバー間で様々な話題について

議論を行うことが可能です。 

共有
ToDo 

Myスペース 

ディスカッション 

共有ToDo 
共有ToDoは状況によって色分けされて表示
されます。詳細画面ではメンバー毎の進捗を

確認することもできます。 

容易なアクセス 

スペースは常に上部に表示さ
れているヘッダー部分からすぐ
にアクセスすることも可能です。 

画面はイメージです 
15 
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モバイル対応 

自宅 

拠点Ａ 

拠点B 

物理的に離れた拠点や自宅からのアクセス、 

さらに携帯電話からのアクセスが可能です 

インターネットにアクセスできる 

端末であれば、どこからでも 
ガルーンSaaSを利用することが 
可能です。 

サイボウズ KUNAI（※1）や
ブラウザを利用して、外出先か
らスマートフォンでもガルーン
SaaSを活用できます 

スマートフォン 
iPhone/Android ™ 

携帯電話 

インターネット 

FUJITSU ビジネスアプリケーション 
サイボウズ ガルーン SaaS 

ブラウザを利用して、   

ガルーンSaaSにアクセスできます。 

外出の際、携帯電話やスマートフォンでアクセス 
社内にいるのと同様に必要な情報を確認できるので、契約者からのメールにも迅速な対応
が可能。 

※1 サイボウズ社の使用許諾にしたがって利用する必要があります。 

画面はイメージです 
16 
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国際化 

17 

日・英・中 三ヶ国語表示が可能、タイムゾーンにも対応。 

日・英・中 三ヶ国語に切り替えて表示でき、さらにタイムゾーンにも対応しています。 
各拠点のメンバーの稼働日、稼働時間が一目でわかり、異なる拠点間とのスケジュール調整が
可能です。 

画面はイメージです 

スケジュールの一覧画面で、 
稼働時間外はグレーアウトで表示 
されます。 
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スケジュール＆施設予約(1/2) 
自分のスケジュール以外にグループメンバーや施設スケジュールも一覧で表示ができます。 

スケジュール（グループ週） 

表示の切替 
タブをクリックして、 

月／週／年など 

組織、メンバーのスケジュール 
組織のメンバーのスケジュールを 

並べて一覧で確認 

カレンダー 
閲覧したい予定の期間を選択 

表示・非表示の切替可能 

予定の検索 
キーワードをスペースで区切ると 

複数のユーザーや施設をOR検索 

月予定の印刷機能 

「月予定」の画面から「印刷用画面」をクリックすることで、
1ヶ月の予定を1枚に印刷することができます。 

東京 

LA 

東京 

スケジュール（グループ日） 

稼働時間 
拠点ごとに設定できるので、 

空き時間が一目でわかります。 

画面はイメージです 
18 
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スケジュール＆施設予約(2/2) 
通常予定のほか、期間予定、繰り返し予定も登録できます。 

予定の登録画面 
予定を調整する 

自動的にメンバーの空き時間を 
検索し、候補日として複数の予定を 

仮押さえすることができます。 

日時が決定すると、他の仮予定は 
スケジュールから削除されます。 

繰り返し予定 
繰り返し条件を設定し、 

予定を登録できます。 

画面はイメージです 

予定の公開・非公開 
他ユーザーにも予定を公開し、 

誰がいつ何をしているか把握できる 
ようになります。予定の内容を非公開、 

公開する範囲の指定も可能です。 

参加者・施設予約 
他ユーザーのスケジュールや施設も 

同時に登録が可能です。登録すると、 
最新情報として通知されます。 

（施設の予定は重複予約できません） 

日時指定 
視覚的に時間を設定できます。 

19 
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メッセージ 
ユーザー間で効率良く意思疎通が図れるコミュニケーションツールです。 

フォローの確認 
フォロー（返信）内容が時系列に表示され、 

表題に関する一連の情報や 
これまでのやり取りを一覧で確認できます。 

本文 

「確認しました」通知＆ 
フォロー（返信）の書込み 

メッセージの開封通知と同時に、 
フォロー（返信）を書き込めます。 

 

宛先 
メッセージの送信先ユーザーが 

表示されます。送信者であれば、 
宛先をさらに追加することもできます。 

閲覧状況（詳細） 
送信先メンバーの閲覧状況と、 
返信内容が一覧表示されます。 

画面はイメージです 

20 
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掲示板 
社内全員やグループ内など、不特定多数への”お知らせ”に利用します。 

掲示の通知 

カテゴリごとに、通知を設定することにより最新情報
ポートレットに新規掲示を表示できます。 

管理者は特定のカテゴリの通知をユーザーに強制する
こともできます。 

提示期間 
提示期間を設定し、 

自動的に掲載＆削除が可能です。 
時間単位で指定できます。 

カテゴリ 
閲覧権限のあるカテゴリのみが 

表示されます。 
グループや種類ごとに分類され、 
閲覧したいカテゴリをクリックし、 

右側に掲示が一覧表示されます。 

ツリー表示 
サブカテゴリがツリー表示されるので、 

1画面ですべてのカテゴリを表示できます。 
添付ファイル一括登録 

複数のファイルを一括で添付できます。 
（掲示板、ファイル管理、メッセージなど） 

 

 

 

 

書式編集 
文字色変更で重要箇所を強調表示 

できます。 
Excelファイル内のデータもコピー＆ 
ペーストで簡単に掲載できます。 

フォロー 
掲示に対する質問や意見など、 

フォローを書き込みます。 

画面はイメージです 
21 
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ファイル管理 
申請書や報告書などの雛型文書や、保存が必要な文書を管理します。 

バージョン管理 

ファイルをアップする際に、旧版を残す世
代管理ができます。不測の事態や、過
去情報の保存に活用します。 

編集中 
同時に編集できないよう、 

ロックがかかっている状態です。 
（閲覧は可能） 

更新履歴 
更新状況の確認や、旧版を 

参照することができます。 

ファイルの閲覧 
登録されているファイル 

を直接開きます。 

ファイルの更新 
編集した新ファイルを登録します。 

ファイル情報 
何世代までデータを保存できるのか、 
誰がいつ更新したのかがわかります。 

「戻す」ボタン 
誤って削除／変更した場合でも、 

「戻す」ボタンで復活させる 
ことが可能です。 

ごみ箱 
誤ってファイルを削除しても、 

指定期限内であれば 
ごみ箱から復旧できます。 

ダウンロード/アップロード 
一覧画面からファイルをダウンロード/ 

アップロードします。 

画面はイメージです 
22 
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在席確認＆電話メモ 
スケジュールで在席情報を確認。不在者には電話メモで連絡できます。 

受信 一覧 

電話メモ 登録画面 

在席情報 
スケジュール画面で 

在席情報を確認できます 

在席確認＆電話メモ 

在席管理の代理人 

事前に設定された代理人は在席情報を変更できます。 

メール転送 

指定したメールアドレス（携帯アドレス等）に、
電話メモで登録された内容を転送できます。 

在席情報変更 
ステータスを選択して登録します 

登録 
登録した電話メモは 

最新情報に通知されます。 電話メモ作成 
不在のユーザーには 

電話メモを登録 

「確認」ボタン 
メモの内容を確認したら、 
確認ボタンを押下します。 

画面はイメージです 
23 



Copyright 2014 FUJITSU LIMITED 

最新情報 / 通知一覧 
新着メールやスケジュールなど、各個人に必要な新着の情報が表示されます。 

トップページに最新情報表示 

トップページ（ポータル）に最新情報ポート
レットを表示させておくと、さまざまな機能の新
着情報をログインと同時に一目（一覧）で
確認できます。 

内容 
変更・登録など概要や、メールの書出しなど、  

新着情報の一部表示されます。 

日時 
情報の登録日/更新日 
を表示します。当日の 
情報の場合、時刻が 

表示されます。 

送信元 
情報を登録した人／発信者を確認できます。 

最新情報一覧 
最新情報として届いた情報は、 

機能ごとに表示されます。 

標題をクリックして内容を確認した情報は 
最新情報ポートレットから削除されます。 

通知一覧 

一度閲覧し、最新情報から削除 
された通知は、 

通知一覧で確認できます。 

画面はイメージです 
24 
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Myアドレスグループ  

各アドレス帳に登録されている 
アドレス情報をグループ化して管理できます。 
Ｅ－メール作成時の宛先設定に活用できます。 

アドレス帳 
ユーザー名簿と共有・個人アドレス帳に登録したアドレス情報をまとめて管理できます。 

ユーザー名簿 
ガルーンの利用者情報（連絡先、所属、 

在席情報など）が閲覧できます。 
ユーザー登録はシスムテム管理者です。 

組織選択 
組織やグループを 

選択し、目的のユーザー 
を表示します。 

個人アドレス帳 
各ユーザーが個人的に登録し利用 
します。他の人は閲覧できません  

共有アドレス帳  
部門毎など閲覧権限の範囲で、 

共有して利用します。 
登録は権限をもつユーザーが行います。 

検索 
登録されている文字列 

を検索します。 

ユーザー情報 
名前のリンクをクリックすると 

詳細なユーザー情報を閲覧できます。 

画面はイメージです 
25 
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メール 

26 

※ ガルーンはメールサーバ機能を持っていないため、既存メールサーバの利用、又は新規構築／メールサービスの利用が必要となります。 

   また画面はイメージです。 

メールクライアント機能により、e-mailの送受信をガルーンに統一できます。 

メール受信箱 
マルチアカウント対応 

複数のアドレスを所持するユーザーは、 
アドレスを切り替えてメールを管理できます 

 

 

 

 

振り分け保存 
設定したルールに 
基づいて、指定の 
フォルダに自動的に 

振り分けます。 

差出人との過去メール参照 

差出人のリンクをクリックすると、これまで差出人と 
やり取りした過去のメール一覧が表示されます 

新着メール 
メールサーバ※に 

届いている 
新着メールを 
受信します。 
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お気に入り 

後で返信したいメール、よく利用するファイル管理のカテゴリなどをブックマークできます。 

お気に入りに登録 
アプリケーション画面で登録したい 

タイトル横の☆をクリックします。 

お気に入り画面 掲示板 

ファイル管理 

メッセージ 
お気に入りポートレット  

登録したお気に入りは、ポータルに表示することも可能です。 

お気に入り 
カテゴリやフォルダを辿ることなく 

直接ファイルや掲示を閲覧できます。 

お気に入りポートレット 
登録したお気に入りは 

ポータルに表示していつでも参照できます 

画面はイメージです 
27 
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マルチレポート 
入力フォームをカスタマイズできる報告書機能。 
スケジュール連携で会議参加者との議事録共有も簡単に。 

利用イメージ 出張の報告書を
作成 

報告書作成画面 

最新情報 

公開先のユーザーに通知 

入力画面例 

報告書 

■マルチレポートとは 
 出張報告書や議事録など内容に合わせて入力フォームを自由に作
成できる、報告書機能です。 
 スケジュールとの連携、フォローによるコメント機能など、ガルーン独自
の機能で、業務の報告→確認→指示のスムーズな流れを支援します。 

議事録 

ヒヤリハット報告書 

レポート選択 

スケジュールから 
レポート作成画面を表示 

画面はイメージです 

28 
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その他のアプリケーション 
他にも多数の機能が搭載されています。 

■ToDo 
個人的な作業項目について締め切り管理するツールです。 

完了ＴｏＤｏタブにより、完了項目も確認できます 

 

 

 

 

 

■メモ 
掲示板等には登録できない個人的な情報を、サーバに保管するアプリ
ケーションです。備忘録として利用したり、個人PCには保管できない
データを、サーバの個人エリアに登録して活用できます。他者は閲覧で
きない保存領域です。 

 

 

 

 

 

■タイムカード 
ガルーンにログインした時間 
を出社、最後に閲覧した時間 
を退社時刻として打刻できます。 

 

 

 

 

 ■リンク集 
インターネットや社内システムなど 
よく利用するサイト（リンク先）を登録。 

管理者が指定したリンク先も 
表示します。 

 

 

 

 

 ■RSS 
インターネットやイントラネット上の新着情報を、自動的に収集し、 
表示させるアプリケーションです。（RSS配信の情報に限ります） 

 

画面はイメージです 

29 
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システム連携 

30 

画面はイメージです。 

・
・
・ 

社内Webシステム 

ユーザーID/パスワードの再入力は
必要ありません 

ポータル画面 

人事情報システム 

ユーザー情報 
の取り込み 

ガルーンサーバ 

シングルサインオン 連携APIによるデータ連携 

ガルーン3のアプリケーションに対して 
データの入出力ができます 

ポータル画面 

HTML/PHPポートレット 

WebDBシステム 

ﾜｰｸﾌﾛｰ ｼｽﾃﾑ 

・
・
・ 

HTMLやPHPで作成したポートレットを配置し、 
社内の情報をガルーンに集約できます。 

Webシステムとの連携 

ガルーンと他システムとの連携により情報の一元化を実現 
 ガルーンのポータル機能を利用し、他システムの情報をガルーンのトップページに埋め込んで、

表示できます。 
 シングルサインオン機能やガルーンAPIを活用し、ガルーン以外のシステムとの連携が可能です 
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管理者機能 

31 

管理機能が充実しているので、導入・運用が簡単 

・CSVによる一括登録や、LDAPサーバとの連携により、ユーザー管理を一元化可能です。 
・組織や役職に縛られない属性（ロール）による管理も可能です。 

■ユーザー管理 

■アクセス権 
・掲示板、ファイル管理などほとんどのアプリケーションでアクセス権を設定できます。 
・組織、ロール、ユーザーに対してアクセス権が設定でき、柔軟なコントロールができます。 

○○株式会社 

××部 ○○部 □□部 

部長 ロール 

システム管理者
ロール 

■運用管理権限 

・アプリケーションごとの運用管理権限を委譲し、システム管理の負担を軽減できます。 
                       ※ カテゴリ／フォルダ単位で権限委譲できます。 

■システム管理機能について 

・設定画面は、利用者画面と変わりない感覚でシステム管理画面も操作できます。 

組織／ロール の設定 

派遣社員ロール 

アクセス権 設定画面 ユーザー管理画面 

マウス操作で 
細かな管理を実現できます 

画面はイメージです 
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オプションサービス仕様 

32 
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アクセス制御設定変更 

品名 内容 

アクセス制御設定変更 
基本サービスで設定した当社サービス環境へのアクセス制限設定内容を、申請書により契約者
が指定する設定内容に変更します。また、契約者のイントラネット（データセンター構内接続回
線もしくはFENICS回線に限る）から当社サービス環境へアクセスできるよう設定します。 

送信元IP 

アドレス制御 

インターネットから本サービスにアクセスする際の送信元IPアドレス（ネットワークセグメントでの指定も可）をお客様
指定のIPアドレスに限定できます。 

送信元IPアドレスを限定すると、携帯電話・スマートフォン、モバイル端末からのアクセスが行えなくなりますので、ご注意
ください。 

なお、指定できる数は最大20個までとなります。 

メールサーバ 

アクセス制御 

本サービスで利用するメールサーバ（SMTPサーバ、POPサーバ）および使用ポートを限定できます。 

初期状態では、任意のメールサーバに対し、以下のポート番号でのアクセスが許可されています。 

・SMTP(25) 

・POP(110) 

・SMTP over SSL(465) 

・POP over SSL(995) 

・SMTPサブミッション（587） 

メールサーバのアクセスを限定すると、メールサーバの追加・変更時に、アクセス制御設定変更サービスが必要となりま
すので、ご注意ください。 

なお、メールサーバのホスト名（もしくはIPアドレス）とポート番号の指定は最大20個までとなります。 

イントラネット 

接続設定 

FENICS回線、もしくは同一の弊社データセンター内のシステムからのデータセンター構内接続回線によるアクセスを
行う場合のファイアーウォール設定を行います。（※） 

（※）データセンター構内接続サービスもしくはFENICSサービスを、別途ご契約いただく必要があります。また納期は個別相談となります。 

33 
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ドメイン取得代行・登録・管理・設定変更 

34 

品名 内容 

ドメイン取得代行 
契約者に代わって株式会社日本レジストリサービス（以下「JPRS」という）から属性型・都道府
県型ドメイン、汎用JPドメインもしくはgTLDドメインを取得するための手続きを行います。なお、ド
メイン取得代行の利用にあたっては、ドメイン登録・管理の契約が別途必要となります。 

ドメイン登録・管理 
ドメイン取得代行にて取得した属性型・都道府県型ドメイン、gTLDドメインおよび汎用JPドメイン、
または契約者が自己の責任と費用負担にて取得した属性型・都道府県型ドメイン、gTLDドメイ
ンおよび汎用JPドメインを、JPRSに登録および管理します。 

ドメイン設定変更 ドメイン登録サービスにて契約者のために登録したドメイン情報の設定変更を行います。 

ドメイン取得申請 ドメイン取得代行 

ドメインの払い出し お客様への通知 

（注１）本サービスは、契約者専用ドメイン領域を希望する場合のみ利用可能です。 

（注２）本サービスで取扱い可能なドメインの種別は、以下のとおりです。 

    ・汎用JPドメイン（jp）・・・取得個数制限無し（日本語ドメイン含む） 

    ・属性型JPドメイン（.co.jp, or.jp, ne.jp 等）・・・1つの組織につき1ドメインまで取得可能 

    ・都道府県型JPドメイン（.tokyo.jp 等）・・・1つの組織につき1ドメインまで取得可能 

    ・gTLDドメイン（.com, .net, .org, .biz, .info, .mobi, .asia, .cc, .tv）・・・取得個数制限なし 
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DNS設定・利用・設定変更（正引き） 

35 

品名 内容 

DNS設定・利用（正引き） 

ドメイン取得代行サービスにおいて取得した属性型・都道府県型ドメイン、gTLDドメインお
よび汎用JPドメイン、または契約者が自己の責任と費用負担によって取得した属性型・都
道府県型ドメイン、gTLDドメインおよび汎用JPドメインを利用するために、正引きゾーン情
報をプライマリDNSとセカンダリDNSに設定し、継続して提供します。 
なお、プライマリDNSとセカンダリDNSの両方を利用する事も、お客様で運用中のDNSサー
バのバックアップとしてセカンダリDNSのみ利用する事も、どちらも可能です。 

DNS設定変更（正引き） プライマリDNSとセカンダリDNSの正引きゾーン情報について、設定変更を行います。 

一般利用者 

FUJITSU Cloud IaaS 

サイボウズ ガルーン SaaS 

インターネット 

DNSにアクセス 
ＤＮＳサーバ 

ウェブサイト閲覧 

DNSにドメインを登録 

（注）本サービスは、契約者専用ドメイン領域を希望する場合のみ利用可能です。 
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増設ディスク設定・利用 

36 

品名 内容 

増設ディスク設定 基本ディスクにディスク容量を追加設定します。 

増設ディスク利用 
基本ディスクにディスク容量を100GB単位で追加して提供します。 
なお、増設ディスクの追加は、最大900GBまでとします。 

［留意事項］ 

 増設ディスク設定サービスは、サービス停止を伴います。サービスの継続性を重視されるお客様は、新規契約時に十分な
ディスク容量を見積もっておくことをお勧めします。 

増設ディスク 必要なときに 

増設可能 

・・・ 
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サポート 

37 
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受付窓口 

富士通データセンター 

利用者様 

契約者 

管理者様 

ガルーンFAQ／マニュアルページ 

サポートグループ 

富士通技術者 

サポート体制 

38 

◆トラブル調査／復旧 
◆その他オプション作業など 

◆ガルーン3.7の最新パッチの 
適用 

パッチの適用 

トラブル発生時        

◆テクニカル情報 
◆プログラム修正 
◆Ｑ＆Ａ対応  

サイボウズ技術者 

◆障害調査 
◆パッチの適用 
◆Q&A対応 など 

パッチ適用など、サイボウズガルーンに精通した技術者がサポートを行います。 

E-mail/ 

電話 
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サポート／障害対応時間帯 
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基本サービスが「平日サポート」の場合 基本サービスが「24時間サポート」の場合 

問い合わせ 
受付時間帯 

月曜日から金曜日まで（祝日および当社の指定する休業日を除く）の9時から17時まで。 

問い合わせ 
回答時間帯 

月曜日から金曜日まで（祝日および当社の指定する休業日を除く）の9時から17時まで。 

障害対応時間帯 
月曜日から金曜日まで（祝日および当社の 
指定する休業日を除く）の9時から17時まで。 

24時間365日 
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計画メンテナンス 
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基本サービスが「平日サポート」の場合 基本サービスが「24時間サポート」の場合 

計画メンテナンスの通知 計画メンテナンスの15日前までに、E-mailにて通知 
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