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パートナーマーケティングセンターの紹介

事務局関連 イベント
企画

教育
コンテンツ

Cybozu Partner Network の運営

• レジスタード受付
• 新規パートナー受付
• 活動報告受付
• 最新情報発信

• Partner Meeting
• ソリューションFES

• 各種勉強会
• Cy-Training



会社概要
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会社概要

名 称 サイボウズ株式会社（東証⼀部上場 4776）

事 業 内 容
グループウェアの開発・販売・運⽤
チームワーク強化メソッドの開発・販売・提供

創 業 1997年8⽉（愛媛県松⼭市にて3名で創業）

所 在 地 東京都中央区⽇本橋2-7-1 東京⽇本橋タワー

拠 点 東京, ⼤阪, 松⼭, 名古屋, 福岡, 仙台, 広島, 札幌, 那覇, 
上海, 深圳, 台北, ホーチミン, サンフランシスコ, シドニー, バンコクなど

業 績 連結売上 156億円(経常利益 22億円) ※2020年12⽉期

従 業 員 数 連結 1,015名(有期雇⽤149名含む)
平均年齢 34.5歳(単体・無期雇⽤) ※2020年12⽉末
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「チームワークあふれる社会を創る」

グループウェア

スケジュール

商談

メール センサー(IoT)

会議室予約タスク ファイル掲⽰板

顧客 社員 採⽤ 契約

受発注など

あらゆる情報を共有

⽇報



サイボウズのプロダクトについて
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プロダクト紹介
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プロダクト紹介
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kintone 導⼊企業数
ご利⽤企業 20,000 社 突破（2021.5 時点）
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グローバル展開（2021.5 時点）

中国
1,110社

導⼊

US
520
SD東南アジア他

750社
導⼊



13

kintone でできること

1 社内の情報を⼀つに集約

2

3 あらゆる業務に対応

チームのための
情報共有プラットフォーム

ドラッグ&ドロップでアプリ作成
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社内の情報を⼀つに集約

顧客管理 経費申請

社内FAQ ⽇報

データやノウハウの属⼈化 情報を共有し、チームの成果を最⼤化できる
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ドラッグ＆ドロッププログラミング ＆ 専⾨知識
従来の業務システム

ドラッグ&ドロップでアプリ作成
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顧客の様々な業務改善のニーズをカタチに
各部⾨にあった業務システムを作成可能

法務・財務

契約書管理 商標・特許管理

情報システム

議事録管理 レンタル機器管理

社内システム相談受付

営業・セールス

交通費申請 ⽇報 顧客名簿

出張申請ファイル管理 商談報告書

マーケティング

イベントカレンダー

ロゴデータ管理 セミナー参加者名簿

総務・⼈事

総務部依頼受付 社内Q&A

物品購⼊申請 備品在庫管理 社員名簿

採用面接管理

サポート

アンケート 問い合わせ管理

サポートFAQクレーム管理
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kintone でできること

1 社内の情報を⼀つにまとめる

2 ドラッグ&ドロップでアプリ作成

3 あらゆる業務に対応

より便利にカスタマイズ
（プラグイン / 外部システム連携 / JS）
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カスタマイズ機能について

プラグイン 外部サービス連携

追加要件に合わせて機能を拡張 APIを使って外部サービスとデータ連携
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プラグイン例

帳票デザイナー & 出⼒

Excel デザイン

カレンダー表⽰ ⼿書きサイン

検索拡張カスタマイズ
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連携可能な外部サービス例

名刺管理
システム

顧客名簿

商談報告書

⽇報

売上情報

⽀払い情報

会計管理
システム
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連携可能な外部サービス例

https://kintone-sol.cybozu.co.jp/integrate/?linkage=linkage#tab-linkage
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kintone 構築の特徴

・⼀覧画⾯
・登録画⾯
・プロセス管理

(ワークフロー)
・通知
・アクセス権

追加の要件に合わせて
簡単に機能拡張できる

複雑な処理の実装や、
基幹システムとの連携等、
個別のニーズに応じて
カスタマイズできる

マウス操作で簡単に作成/設定できる

機能拡張

直感的開発 ＋ 拡張開発のファスト開発で、
「企業個別のニーズに応えられる」また、「使いながら改修し、進化させていける」

標準機能 プラグイン 個別開発



23

kintone 構築の特徴

・⼀覧画⾯
・登録画⾯
・プロセス管理

(ワークフロー)
・通知
・アクセス権

追加の要件に合わせて
簡単に機能拡張できる

複雑な処理の実装や、
基幹システムとの連携等、
個別のニーズに応じて
カスタマイズできる

マウス操作で簡単に作成/設定できる

機能拡張

標準機能 プラグイン 個別開発

開発知識がなくても
設定可能な範囲

他パートナーとの協業による提案も可能
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オフィシャルパートナー 350 社以上

導⼊サポート サービス開発



Cybozu Partner Network について
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Cybozu Partner Network 通称︓CyPN（サイパン）

Expand our Network
〜共に次のステージへ〜

CyPN とは サイボウズとパートナー同⼠のネットワークを形成するプログラムです。
より良いソリューションをお客様に提供することで

共に発展し、チームワーク溢れる社会を⽬指します。
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CyPNの構成

販売・提案・開発・
構築・コンサルティング
等の活動をするパート
ナー

サイボウズ製品と連携
する製品・サービスを
提供するパートナー

ディストリビューション
を⾏うパートナー

※募集休⽌中

オフィシャルパートナーレジスタード

Registered
サイボウズビジネスに興味
があり、レジスタード登録
した企業

認定
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レジスタードへの⽀援メニュー

情報提供

１ ２ ３

4 ５

情報提供 ツール提供 マーケティング
⽀援

教育研修 協業⽀援
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Registered Portal について

▌レジスタード限定に公開している情報ポータルです

kintone の基礎機能を
学ぶための動画

連携サービスの
紹介動画

サイボウズ製品の
最新の技術情報紹介

オフィシャルパートナー
エントリーシート

製品サイト
リンク集

CyPNに
関するFAQ
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オフィシャルパートナーへの⽀援メニュー

１ ２ ３

4 ５

情報提供 ツール提供 マーケティング
⽀援

教育研修 協業⽀援



オフィシャルパートナー認定の流れ
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オフィシャルパートナー認定までの流れ

１

レジスタードへの
登録をする

２

２件以上の
実績を積む

３
1名以上

kintone 認定資格
アソシエイトに合格する

エントリーシート
提出

⾯談 認定

※プロダクトパートナーに関しては
③kintone 認定資格取得は必須ではなく、取得推奨となります。
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レジスタード登録の条件

現在オフィシャル
パートナーではないこと 法⼈格であること レジスタード規約に

ご同意いただくこと
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レジスタード契約について

▌年会費︓無料 ※レジスタード加⼊にあたっての費⽤は⼀切かかりません

▌更新／解約について

l年に1度（12⽉〜1⽉）更新か解約かのご意向を確認いたします
l更新時期以外の解約⼿続きは承りません

更新する場合…規約への再同意をお願いします。
解約する場合…⾃動解約となります。特にお⼿続きは必要ありません。
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レジスタード登録の流れ

１．加⼊のお申し込みページにアクセスする

お申込みは
こちら

https://cybozu.co.jp/join/

サイボウズ パートナー加⼊
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レジスタード登録の流れ

２-1．登録の申請をする

フォームの案内に沿って⼊⼒してください

• 会社名
• 法⼈番号
• 企業の Web サイト／HP URL
• 登録者情報（姓 名・メールアドレス）
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レジスタード登録の流れ

2-2．登録の申請をする

• レジスタードに登録する⽬的
• 検討しているビジネス
• 取扱製品／活動予定地域
• レジスタード規約同意（Web 規約）



38

レジスタード登録の流れ

3．登録完了

登録⼿続きが完了しましたら、サイボウズより
登録完了のメールをお送りします

Registered Portal のログイン情報を記載して
いますので受信後からアクセス可能です

⽬安として最短 3 営業⽇程度で登録が完了します



よくある質問
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よくあるご質問

１．ライセンスをサイボウズから直接仕⼊れることは可能ですか︖

２．「オフィシャルパートナー認定条件」の「実績 2 件以上」とは、
何の実績を指していますか︖

３．サイボウズ製品の販売による、⾦銭的報酬はありますか︖
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Q︓ライセンスをサイボウズから直接仕⼊れることは可能ですか︖

レジスタード
企業

エンドユーザー

契約 契約 契約

• ダイワボウ情報システム株式会社様
• SB C&S 株式会社様
• 株式会社⼤塚商会様

https://cybozu.co.jp/products/partner/pdf/cybozu_official_distributor.pdf

⼀般企業

サイボウズと直接商流の開設は⾏っておりません。
ディストリビューター様とお取引をお願いします。
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Q:「オフィシャルパートナー認定条件」の「実績2件以上」とは、
何の実績を指していますか︖

１

レジスタードへの
登録をする

２

２件以上の
実績を積む

３
1名以上

kintone 認定資格
アソシエイトに合格する

エントリーシート
提出

⾯談 認定

※プロダクトパートナーに関しては
③kintone 認定資格取得は必須ではなく、取得推奨となります。

▼コンサルティングパートナーに加⼊する場合
「サイボウズ製品のお客様への提案導⼊実績」や
「サイボウズ製品を⽤いたSIの開発実績」を指しています。

▼プロダクトパートナーに加⼊する場合
「サイボウズ製品との連携導⼊実績」を指しています。
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Q:サイボウズ製品の販売による、⾦銭的報酬はありますか︖

▌サイボウズからの⾦銭的報酬（インセンティブ等）はございません。
前半にご説明した特典がサイボウズからのご⽀援となっています。

https://cybozu.co.jp/join/service-menu/

詳しくは『パートナー加⼊ページ』の
⽀援メニュー⼀覧をご確認ください



皆さまのご参加をお待ちしております

お問い合わせは
こちら

https://cybozu.co.jp/join/

サイボウズ パートナー加⼊


