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2021年～2008年

CYBOZU AWARD とは、パートナー様への日頃の感謝を込めて、毎年顕著な実績を

あげられたサイボウズ オフィシャル パートナー、及び個人を表彰するものです。今

後もサイボウズはパートナー様とともに、多くのお客様にサイボウズ製品をご利用い

ただき、業務効率を高めていただけるよう、取り組んでまいります。
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年間販売金額において最も大きな功績をあげられたパートナー。 CYBOZU AWARD

が始まりました2008年から14年連続の受賞となります。

パートナー・オブ・ザ・イヤー
PARTNER OF THE YEAR

株式会社大塚商会

年間販売金額において多大な功績をあげられたパートナー 

優秀賞

リコージャパン株式会社

年間販売金額の対前年増加率において顕著な実績をあげられたセールスパートナー

セールス賞

株式会社 USEN Smart Works 

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 

 

ダイワボウ情報システム株式会社

SI分野において年間を通じて顕著な活動をされたパートナー

SI賞

コムチュア株式会社 

ネオス株式会社

コンサルティング分野において 年間を通じて顕著な活動をされたパートナー

コンサルティング賞

株式会社船井総合研究所

アライアンス分野において 年間を通じて顕著な活動をされたパートナー

アライアンス賞

トヨクモ株式会社

kintoneビジネスへの先進的な取組をされたパートナー

特別賞

株式会社ソフトクリエイト 

株式会社福島情報処理センター

2020 年に新規パートナー契約を行い、顕著な実績を残されたパートナー

ニューウェーブ賞

株式会社ディー・エヌ・エー

年間を通じてUS市場におけるサイボウズ製品の販売や導入活動において顕著な実績を残されたパートナー

グローバル賞 US

SYMPO, INC.

年間を通じてASIA市場におけるサイボウズ製品の販売や導入活動において顕著な実績を残されたパートナー

グローバル賞 ASIA

肯美資訊科技股份有限公司 

Material Automation (Thailand) Co., Ltd.

年間を通じて北海道・東北地域で活躍されたパートナー

エリア賞 北海道・東北

株式会社アーセス 

リコージャパン株式会社

年間を通じて首都圏地域で活躍されたパートナー

エリア賞 首都圏

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 東京統括 

 

株式会社ミューチュアル・グロース

年間を通じて中部地域で活躍されたパートナー

エリア賞 中部

株式会社コムデック 

株式会社セントラルソフトサービス

年間を通じて九州地域で活躍されたパートナー

エリア賞 九州

エムアイエフ株式会社 

宮崎電子機器株式会社

年間を通じて関西地域で活躍されたパートナー

エリア賞 関西

JBCC株式会社 

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 大阪支社

年間を通じて中四国地域で活躍されたパートナー

エリア賞 中四国

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 広島支社 

 

リコージャパン株式会社

年間を通じてサイボウズ製品の提案や販促活動において、顕著な実績を残されたSA認定資格者（※1）。

セールスアドバイザ・オブ・ザ・イヤー

株式会社 USEN Smart Works　佐藤 智之 様 

株式会社ミューチュアル・グロース　澤田 周五郎 様 

株式会社ジョイゾー　四宮　琴絵 様 

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 岡山支社　末一 秀典 様 

 

JBCC株式会社　宮田 悠登 様

年間を通じて関東甲信越地域で活躍されたパートナー

エリア賞 関東甲信越

リコージャパン株式会社

2021年4月1日付で富士ゼロックス株式会社より社名変更

2021年4月1日付で富士ゼロックス東京株式会社より社名変更

2021年4月1日付で富士ゼロックス大阪株式会社より社名変更

2021年4月1日付で富士ゼロックス広島株式会社より社名変更

2021年4月1日付で富士ゼロックス岡山株式会社より社名変更

※1　サイボウズ製品の販売に必要なスキルを保有し、お客様に対し提案・販売・教育活動のできるスペシャリスト

CYBOZU AWARD
2021年受賞企業



2020年受賞企業

年間販売金額において多大な功績をあげられたパートナー 

優秀賞

リコージャパン株式会社

年間販売金額の対前年増加率において顕著な実績をあげられたセールスパートナー

セールス賞

富士ゼロックス株式会社 

株式会社 USEN Smart Works 

ダイワボウ情報システム株式会社

SI分野において年間を通じて顕著な活動をされたパートナー

SI賞

コムチュア株式会社 

株式会社ノベルワークス

コンサルティング分野において 年間を通じて顕著な活動をされたパートナー

コンサルティング賞

株式会社船井総合研究所

アライアンス分野において 年間を通じて顕著な活動をされたパートナー

アライアンス賞

アールスリーインスティテュート

年間を通じてユーザー数が最も多い案件を受注されたパートナー

エンタープライズ賞

株式会社富士通エフサス

年間を通じて海外市場におけるサイボウズ製品の販売や導入活動において顕著な実績を残されたパートナー

グローバル賞

Material Automation (Thailand) Co., Ltd 

上海人雨而系统技术软件有限公司 

KDDI America, Inc.

kintoneビジネスへの先進的な取組をされたパートナー

特別賞

リコージャパン株式会社 

JBCC株式会社

2019 年に新規パートナー契約を行い、顕著な実績を残されたパートナー

ニューウェーブ賞

株式会社GlobalB

年間を通じてサイボウズ製品の提案や販促活動において、顕著な実績を残されたSA認定資格者（※1）。 

セールスアドバイザ・オブ・ザ・イヤー

M-SOLUTIONS株式会社　大島 淑夫 様 

株式会社船井総合研究所　神徳 あや 様 

株式会社システムズナカシマ　藤田 裕三 様 

株式会社 USEN Smart Works　正木 茂 様 

クオリカ株式会社　三田 稔久 様

※1　サイボウズ製品の販売に必要なスキルを保有し、お客様に対し提案・販売・教育活動のできるスペシャリスト

年間販売金額において最も大きな功績をあげられたパートナー。 CYBOZU AWARD

が始まりました2008年から13年連続の受賞となります。

パートナー・オブ・ザ・イヤー
PARTNER OF THE YEAR

株式会社大塚商会

CYBOZU AWARD



年間販売金額において最も大きな功績をあげられたパートナー。 CYBOZU 

AWARDが開始された2008年より12年連続の受賞となります。

2019年受賞企業

パートナー・オブ・ザ・イヤー
PARTNER OF THE YEAR

株式会社大塚商会

年間販売金額の対前年増加率において顕著な実績をあげられたセールスパートナー

セールス賞

富士ゼロックス株式会社 

株式会社 USEN ICT Solutions 

株式会社富士通エフサス

年間を通じて顕著な活動をされたSIパートナー

SI賞

コムチュア株式会社 

タクトシステムズ株式会社

年間を通じて顕著な活動をされたコンサルティングパートナー 

コンサルティング賞

スマイルアップ合資会社

年間を通じてアライアンス分野において顕著な活動をされたパートナー

アライアンス賞

グレープシティ株式会社

年間販売流通金額において最も大きな功績をあげられたディストリビューターパートナー

ディストリビューター賞

ダイワボウ情報システム株式会社

年間で最も多いユーザー数へ提案し、受注したパートナー

エンタープライズ賞

富士通株式会社

年間を通じて海外市場におけるサイボウズ製品の販売や導入活動において顕著な実績を残されたパートナー

グローバル賞

PT. AQ Business Consulting Indonesia 

上海天進網絡技術有限公司

年間を通じて受発注フローの改善にて顕著な活動をされたパートナー

受発注部門賞

ダイワボウ情報システム株式会社

2018 年に新規パートナー契約を行い、顕著な実績を残されたパートナー

ニューウェーブ賞

東北コピー販売株式会社 

株式会社エフアンドエム

年間を通じてサイボウズ製品の提案や販促活動において、顕著な実績を残されたSA認定資格者（※1）。

＜ エンジニア部門 ＞

セールスアドバイザ・オブ・ザ・イヤー

ケーオー商事株式会社　片山 昭 様 

株式会社ソフトクリエイト　宮田 拓也 様 

JBCC株式会社　近藤 綾華 様 

ダイワボウ情報システム株式会社　鈴木 彰 様 

株式会社 USEN ICT Solutions　吉川 寛 様

富士ゼロックス株式会社　船田 美乃 様 

リコージャパン株式会社　八並 賢一郎 様

※1　サイボウズ製品の販売に必要なスキルを保有し、お客様に対し提案・販売・教育活動のできるスペシャリスト

CYBOZU AWARD

年間販売金額において多大な功績をあげられたパートナー 

優秀賞

リコージャパン株式会社



年間販売金額において最も大きな功績をあげられたパートナー。 CYBOZU 

AWARDが開始された2008年より11年連続の受賞となります。

2018年受賞企業

株式会社大塚商会

年間販売金額において多大な功績をあげられたパートナー

優秀賞

リコージャパン株式会社

年間販売金額の対前年増加率において顕著な実績をあげられたセールスパートナー

セールス賞

富士ゼロックス株式会社 

株式会社 USEN ICT Solutions 

株式会社ソフトクリエイト

年間を通じて顕著な活動をされたSIパートナー

SI賞

コムチュア株式会社 

ニュートラル株式会社

年間を通じて顕著な活動をされたコンサルティングパートナー

コンサルティング賞

株式会社システムクレオ

年間を通じてアライアンス分野において顕著な活動をされたパートナー

アライアンス賞

ソフトバンク コマース&サービス株式会社

年間販売流通金額において最も大きな功績をあげられたディストリビューターパートナー

ディストリビューター賞

ダイワボウ情報システム株式会社

年間で最も多いユーザー数へ提案し、受注したパートナー

エンタープライズ賞

株式会社日立システムズ

年間を通じて海外市場におけるサイボウズ製品の販売や導入活動において顕著な実績を残されたパートナー

グローバル賞

Material Automation (Thailand) Co., Ltd.

年間を通じてサイボウズ製品の提案や販促活動において、顕著な実績を残されたSA認定資格者（※1）。

セールスアドバイザ・オブ・ザ・イヤー

株式会社大塚商会　林　雄次 様 

株式会社キャップドゥ　森田　晃輝 様 

大興電子通信株式会社　原田　貴彦 様 

富士ゼロックス株式会社　安田　拓郎 様 

富士ゼロックス東京株式会社　中野　文雄 様 

リコージャパン株式会社　二井 俊行 様

年間を通じてサイボウズ製品の構築・サポート活動において、顕著な実績を残されたSC認定資格者（※2）。

システムコーディネータ・オブ・ザ・イヤー

リコージャパン株式会社　光本　隆史 様 

※1　サイボウズ製品の販売に必要なスキルを保有し、お客様に対し提案・販売・教育活動のできるスペシャリスト

※2　サイボウズ製品のシステム構築、及びシステムサポートに必要なスキルを保有し、 

お客様に対しサポート切り分け業務、及びシステム構築ができるスペシャリスト

CYBOZU AWARD

パートナー・オブ・ザ・イヤー
PARTNER OF THE YEAR



年間販売金額において最も大きな功績をあげられたパートナー。 CYBOZU 

AWARDが開始された2008年より10年連続の受賞となります。

2017年受賞企業

株式会社大塚商会

年間販売金額において多大な功績をあげられたパートナー

優秀賞

リコージャパン株式会社

年間販売金額の対前年増加率において顕著な実績をあげられたセールスパートナー

セールス賞

株式会社日立システムズ 

富士ゼロックス株式会社 

株式会社USEN

年間を通じて顕著な活動をされたSIパートナー

SI賞

M-SOLUTIONS株式会社

年間を通じて顕著な活動をされたコンサルティングパートナー

コンサルティング賞

株式会社ウィルビジョン

年間を通じて顕著な活動をされたアライアンスパートナー

アライアンス賞

コクヨ株式会社

年間販売流通金額において最も大きな功績をあげられたディストリビューターパートナー

ディストリビューター賞

ダイワボウ情報システム株式会社

年間を通じて国または地方自治体におけるサイボウズ製品の販売や導入活動において顕著な実績を残されたパートナー

特別賞　自治体部門

株式会社富士通エフサス

年間を通じて海外市場におけるサイボウズ製品の販売や導入活動において顕著な実績を残されたパートナー

特別賞　グローバル部門

IVS Co., Ltd. （インディビジュアルシステムズ株式会社）

年間を通じてサイボウズ製品の提案や販促活動において、顕著な実績を残されたSA認定資格者（※1）。

セールスアドバイザ・オブ・ザ・イヤー

ICTラボラトリーズ株式会社　森川　智弘 様 

株式会社インフォメックス　奥田　健寛 様 

株式会社大塚商会　ご担当者様 

株式会社日立ケーイーシステムズ　畠野　幹治 様 

富士ゼロックス大阪株式会社　藤原　郁実 様 

株式会社富士通エフサス　高橋　正樹 様

年間を通じてサイボウズ製品の構築・サポート活動において、顕著な実績を残されたSC認定資格者（※2）。

システムコーディネータ・オブ・ザ・イヤー

NECソリューションイノベータ株式会社　天野　敬之 様

※1　サイボウズ製品の販売に必要なスキルを保有し、お客様に対し提案・販売・教育活動のできるスペシャリスト

CYBOZU AWARD

パートナー・オブ・ザ・イヤー
PARTNER OF THE YEAR

※2　サイボウズ製品のシステム構築、及びシステムサポートに必要なスキルを保有し、 

お客様に対しサポート切り分け業務、及びシステム構築ができるスペシャリスト



年間販売金額第1位のパートナー。 CYBOZU AWARDが開始された2008年

より9年連続の受賞となります。

2016年受賞企業

株式会社大塚商会

CYBOZU AWARD

パートナー・オブ・ザ・イヤー
PARTNER OF THE YEAR

年間販売額の対前年増加率にて顕著な実績を残されたパートナー

優秀賞

富士ゼロックス株式会社 

株式会社USEN 

リコージャパン株式会社

エンタープライズ市場の開拓において、顕著な実績を残されたパートナー

大規模部門賞

オンプレミス︓株式会社富士通エフサス 

クラウド︓株式会社日立システムズ 

SI開発︓M-SOLUTIONS株式会社

年間を通じてアライアンスソリューションの開発や協業プロモーション活動などに注力し、新たな市場開拓

に顕著な貢献をいただいたパートナー

ベストアライアンス賞

ピー・シー・エー株式会社

前年度にcybozu.comを新規契約されたお客様の契約更新率が第1位のパートナー

顧客満足度賞

富士ゼロックス株式会社

年間を通じて販売流通金額第1位のディストリビューターパートナー

ディストリビューター賞

ダイワボウ情報システム株式会社

新たなチャレンジに取り組み、顕著な実績をあげられたパートナー

特別賞

アールスリーインスティテュート 

株式会社パソナテック

年間を通じてサイボウズ製品の提案や販促活動において、際立った実績を残されたSA認定資格者（※1）。

セールスアドバイザ・オブ・ザ・イヤー

NCSサポート＆サービス株式会社　平野 博義 様 

株式会社ソフトクリエイト　遠藤 大輔 様 

富士ゼロックス大阪株式会社　湊本 弘子 様 

株式会社USEN　大下 幸一郎 様 

リコージャパン株式会社　北村 和雄 様

年間を通じてサイボウズ製品の構築・サポート活動において、際立った実績を残されたSC認定者（※2）

システムコーディネータ・オブ・ザ・イヤー

株式会社大塚商会　ご担当者様 

株式会社日立システムズエンジニアリングサービス　椎名 譲治 様

※2　サイボウズ製品のシステム構築、及びシステムサポートに必要なスキルを保有し、 

お客様に対しサポート切り分け業務、及びシステム構築ができるスペシャリスト

※1　サイボウズ製品の販売に必要なスキルを保有し、お客様に対し提案・販売・教育活動のできるスペシャリスト



年間販売金額第1位のパートナー。 CYBOZU AWARDが開始された2008年

より8年連続の受賞となります。

2015年受賞企業

株式会社大塚商会

CYBOZU AWARD

パートナー・オブ・ザ・イヤー
PARTNER OF THE YEAR

年間販売額の対前期増加率にて顕著な実績を残されたパートナー

サイボウズ・アワード 優秀賞

富士ゼロックス株式会社 

富士通株式会社 

リコージャパン株式会社

新たなチャレンジに取組み、顕著な実績を残されたパートナー

サイボウズ・アワード 特別賞

株式会社アイティーフィット 

株式会社ジョイゾー 

株式会社ディーネット

サイボウズが定めた各部門にて、年間を通して顕著な実績を残されたパートナー

サイボウズ・アワード 部門別賞

cybozu.com 売上部門︓株式会社大塚商会 

cybozu.com 販売件数部門︓リコージャパン株式会社 

cybozu.com 販売成長率部門︓株式会社USEN 

ソリューション・SI部門︓コムチュア株式会社 

ソリューション・SI部門︓M-SOLUTIONS株式会社 

アライアンス部門︓株式会社システムズナカシマ 

アライアンス部門︓株式会社日立製作所 

アライアンス部門︓株式会社日立システムズ 

ディストリビューター部門︓ダイワボウ情報システム株式会社 

大規模部門︓株式会社富士通エフサス 

大規模部門︓株式会社エイビス

年間を通じてサイボウズ製品の提案・営業活動で、際立った実績を残されたSA認定者（※1）

セールスアドバイザ・オブ・ザ・イヤー

株式会社内田洋行　石田 貴之 様 

株式会社ソフトクリエイト　吉田 幸平 様

年間を通じてサイボウズ製品の構築・サポート活動において、際立った実績を残されたSC認定者（※2）

システムコーディネータ・オブ・ザ・イヤー

株式会社大塚商会　ご担当者様 

株式会社ソウルウェア　吉田 超夫 様

※2　サイボウズ製品のシステム構築、及びシステムサポートに必要なスキルを保有し、 

お客様に対しサポート切り分け業務、及びシステム構築ができるスペシャリスト

※1　サイボウズ製品の販売に必要なスキルを保有し、お客様に対し提案・販売・教育活動のできるスペシャリスト



年間販売金額トップのパートナー。CYBOZU AWARDが開始された2008年

より7年連続の受賞となります。

2014年受賞企業

株式会社大塚商会

CYBOZU AWARD

パートナー・オブ・ザ・イヤー
PARTNER OF THE YEAR

年間販売額の対前期増加率がトップのパートナー

サイボウズ・アワード 優秀賞

株式会社 STNet 

株式会社ソフトクリエイト 

リコージャパン株式会社

新たなチャレンジに取り組み、顕著な実績をあげられたパートナー

サイボウズ・アワード特別賞

cybozu.com 売上部門︓株式会社大塚商会 

cybozu.com 販売件数部門︓リコージャパン株式会社 

アライアンス部門︓株式会社アプレッソ 

ソリューション・SI部門︓アリーナシステム株式会社 

大規模部門︓株式会社富士通エフサス 

年間を通じてサイボウズ製品の提案や販促活動において、際立った実績を残されたSA認定資格者（※1）。

セールスアドバイザ・オブ・ザ・イヤー

株式会社大塚商会　ご担当者 様 

リコージャパン株式会社　延島 友之 様

年間を通じてサイボウズ製品の構築・サポート活動において、際立った実績を残されたSC認定者（※2）

システムコーディネータ・オブ・ザ・イヤー

株式会社富士通エフサス　下村 久由美 様 

株式会社インターネットイニシアティブ　持田 茂人 様

※2　サイボウズ製品のシステム構築、及びシステムサポートに必要なスキルを保有し、 

お客様に対しサポート切り分け業務、及びシステム構築のできるスペシャリスト

※1　サイボウズ製品の販売に必要なスキルを保有し、お客様に対し提案・販売・教育活動のできるスペシャリスト



年間販売金額トップのパートナー。CYBOZU AWARDが開始された2008年

より6年連続の受賞となります。

2013年受賞企業

株式会社大塚商会

CYBOZU AWARD

パートナー・オブ・ザ・イヤー
PARTNER OF THE YEAR

年間販売額の対前期増加率がトップのパートナー

サイボウズ・アワード 優秀賞

株式会社日立ソリューションズ・ネクサス 

リコージャパン株式会社 

ディーアイエスソリューション株式会社

新たなチャレンジに取り組み、顕著な実績をあげられたパートナー

サイボウズ・アワード特別賞

cybozu.com 販売件数部門︓リコージャパン株式会社 

アライアンス部門︓株式会社内田洋行 

アライアンス部門︓応研株式会社 

ソリューション・SI部門︓タイムコンシェル株式会社 

ソリューション・SI部門︓株式会社ジョイゾー

年間を通じてサイボウズ製品の提案、営業活動に際立った貢献をされたSA認定者（※1）

セールスアドバイザ・オブ・ザ・イヤー

株式会社インターネットイニシアティブ　堀見 竜也 様 

リコージャパン株式会社　井上 伸治 様

年間を通じてサイボウズの構築、サポートに際立った貢献をされたSC認定者（※2）

システムコーディネータ・オブ・ザ・イヤー

日本オプロ株式会社　鈴木 孝信 様 

NECフィールディング株式会社　大越 武治 様

※2　サイボウズ製品のシステム構築、及びシステムサポートに必要なスキルを保有し、 

お客様に対しサポート切り分け業務、及びシステム構築のできるスペシャリスト

※1　サイボウズ製品の販売に必要なスキルを保有し、お客様に対し提案・販売・教育活動のできるスペシャリスト



年間販売金額トップのパートナー。CYBOZU AWARDが開始された2008年

より5年連続の受賞となります。

2012年受賞企業

株式会社大塚商会

CYBOZU AWARD

パートナー・オブ・ザ・イヤー
PARTNER OF THE YEAR

年間販売額の対前期増加率がトップのパートナー

サイボウズ・アワード 優秀賞

富士通株式会社 

株式会社ぴーぷる 

株式会社ピークアドバンス

新たなチャレンジに取り組み、顕著な実績をあげられたパートナー

サイボウズ・アワード特別賞

株式会社日立システムズ 

株式会社現場サポート

年間を通じてサイボウズ製品の提案、営業活動に際立った貢献をされたSA認定者（※1）

セールスアドバイザ・オブ・ザ・イヤー

株式会社ソフトクリエイト　武井 直孝 様 

リコージャパン株式会社　津田 紗由実 様

クラウド製品の年間販売金額トップのパートナー

クラウドパートナー・オブ・ザ・イヤー

株式会社インターネットイニシアティブ

年間を通じてサイボウズの構築、サポートに際立った貢献をされたSC認定者（※2）

システムコーディネータ・オブ・ザ・イヤー

株式会社内田洋行　田辺 仁 様 

クロス・ヘッド株式会社　五十嵐 一雄 様

※2　サイボウズ製品のシステム構築、及びシステムサポートに必要なスキルを保有し、 

お客様に対しサポート切り分け業務、及びシステム構築のできるスペシャリスト

※1　サイボウズ製品の販売に必要なスキルを保有し、お客様に対し提案・販売・教育活動のできるスペシャリスト



年間販売金額トップのパートナー。CYBOZU AWARDが開始された2008年

より4年連続の受賞となります。

2011年受賞企業

株式会社大塚商会

CYBOZU AWARD

パートナー・オブ・ザ・イヤー
PARTNER OF THE YEAR

年間販売額の対前期増加率がトップのパートナー

サイボウズ・アワード 優秀賞

日立電子サービス株式会社 

東芝情報機器株式会社 

株式会社サティライズ

クラウド製品の年間販売金額トップのパートナー

クラウドパートナー・オブ・ザ・イヤー

株式会社インターネットイニシアティブ

新たなチャレンジに取り組み、顕著な実績をあげられたパートナー

サイボウズ・アワード特別賞

株式会社ソフトクリエイト 

リコージャパン株式会社 

富士ゼロックス株式会社 

株式会社富士通エフサス

年間販売額の対前期増加率がトップのASPパートナー

ASPパートナー・オブ・ザ・イヤー

カゴヤ・ジャパン株式会社

年間を通じてサイボウズの構築、サポートに際立った貢献をされたSC認定者（※2）

システムコーディネータ・オブ・ザ・イヤー

株式会社大塚商会　ご担当者 様 

日立電子サービス株式会社　大島 正義 様 

株式会社富士通エフサス　錦織 正和 様

※2　サイボウズ製品のシステム構築、及びシステムサポートに必要なスキルを保有し、 

お客様に対しサポート切り分け業務、及びシステム構築のできるスペシャリスト

年間を通じてサイボウズ製品の提案、営業活動に際立った貢献をされたSA認定者（※1）

セールスアドバイザ・オブ・ザ・イヤー

株式会社大塚商会　ご担当者 様 

ソフトバンクBB株式会社　本多 亜貴子 様 

富士通株式会社　碇 秀之 様

※1　サイボウズ製品の販売に必要なスキルを保有し、お客様に対し提案・販売・教育活動のできるスペシャリスト



年間販売金額トップのパートナー。CYBOZU AWARDが開始された2008年

より3年連続の受賞となります。

2010年受賞企業

株式会社大塚商会

CYBOZU AWARD

パートナー・オブ・ザ・イヤー
PARTNER OF THE YEAR

年間販売額の対前期増加率がトップのパートナー

サイボウズ・アワード 優秀賞

株式会社ソフトクリエイト 

リコーテクノシステムズ株式会社 

株式会社静岡ユーザック 

富士ゼロックス株式会社

年間を通じてサイボウズ製品の提案、営業活動に際立った貢献をされたSA認定者（※1）

セールスアドバイザ・オブ・ザ・イヤー 優秀賞

ＮＥＣソフト株式会社　江黒 郁子 様 

株式会社大塚商会　ご担当者 様

年間を通じてサイボウズの構築、サポートに際立った貢献をされたSC認定者（※2）

システムコーディネータ・オブ・ザ・イヤー

ＮＥＣソフト株式会社　中村 周人 様 

富士通エフサス株式会社　高橋 正樹 様 

新たなチャレンジに取り組み、顕著な実績をあげられたパートナー

ボウズマン・オブ・ザ・イヤー

株式会社内田洋行 

日本ビジネスコンピューター株式会社

※2　サイボウズ製品のシステム構築、及びシステムサポートに必要なスキルを保有し、 

お客様に対しサポート切り分け業務、及びシステム構築のできるスペシャリスト

※1　サイボウズ製品の販売に必要なスキルを保有し、お客様に対し提案・販売・教育活動のできるスペシャリスト



2009年受賞企業

株式会社大塚商会

CYBOZU AWARD

パートナー・オブ・ザ・イヤー
PARTNER OF THE YEAR

前期比販売額の増加率と増加に起因する販促活動が際立ったパートナー

サイボウズ・アワード 優秀賞

日本電気株式会社 

ＮＥＣソフト株式会社 

リコーテクノシステムズ株式会社 

株式会社イシマル 

株式会社エアネット 

新たなチャレンジに取り組み、顕著な実績をあげられたパートナー

ボウズマン・オブ・ザ・イヤー

株式会社内田洋行

年間を通じてサイボウズ製品の提案や販促活動において、際立った実績を残されたSA認定資格者（※1）

セールスアドバイザ・オブ・ザ・イヤー

株式会社富士通エフサス　稲葉 佳代 様 

年間を通じてサイボウズ製品の構築・サポート活動において、 

際立った実績を残されたSC認定資格者（※2）

システムコーディネータ・オブ・ザ・イヤー

株式会社日立システムバリュー　矢崎 晃 様 

※2　サイボウズ製品のシステム構築、及びシステムサポートに必要なスキルを保有し、 

お客様に対しサポート切り分け業務、及びシステム構築のできるスペシャリスト

※1　サイボウズ製品の販売に必要なスキルを保有し、お客様に対し提案・販売・教育活動のできるスペシャリスト

年間販売金額トップのパートナー。CYBOZU AWARDが開始された2008年

より2年連続の受賞となります。



2008年受賞企業

株式会社大塚商会

CYBOZU AWARD

パートナー・オブ・ザ・イヤー
PARTNER OF THE YEAR

年間販売額の対前年増加率にて顕著な実績を残されたパートナー

優秀賞

株式会社内田洋行 

ソフトバンクBB株式会社 

富士通株式会社

新たなチャレンジに取り組み、顕著な実績をあげられたパートナー

ボウズマン・オブ・ザ・イヤー

ＮＥＣソフト株式会社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 

エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社 

株式会社ソフトクリエイト 

日興通信株式会社

年間を通じてサイボウズ製品の提案や販促活動において、際立った実績を残されたSA認定資格者（※1）。

セールスアドバイザ・オブ・ザ・イヤー

株式会社内田洋行　黒米 泰之 様 

ＮＥＣソフト株式会社　中川 徹 様 

株式会社大塚商会　瀧口 雅美 様 

株式会社富士通エフサス　太田 裕子 様

年間を通じてサイボウズ製品の構築・サポート活動において、 

際立った実績を残されたSC認定資格者（※2）。

システムコーディネータ・オブ・ザ・イヤー

ウチダインフォメーションテクノロジー株式会社　松田 信一 様 

株式会社大塚商会　堀内 正 様 

株式会社ソフトクリエイト　佐野 幸雄 様 

株式会社日立システムアンドサービス　鈴木 寛 様 

株式会社富士通エフサス　大久保 奏名太 様

※2　サイボウズ製品のシステム構築、及びシステムサポートに必要なスキルを保有し、 

お客様に対しサポート切り分け業務、及びシステム構築ができるスペシャリスト

※1　サイボウズ製品の販売に必要なスキルを保有し、お客様に対し提案・販売・教育活動のできるスペシャリスト

年間販売金額第1位のパートナー。


