
テレワークを⽀える
情報共有基盤
「Garoon」の特徴と活⽤⽅法
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中堅・大規模組織向けグループウェア

は、若手からベテランまで社員全員が活用できるグループウェアです。ガルーン

国内外5,400社, 260万人を超える
幅広い業種・規模のご利用実績

管理機能もかんたん・使いやすいから
運用工数を削減

場所や時間にとらわれず、
効率的に業務を進められるように



日本企業の情報共有に必要な機能をひとつに
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月額800円～
（10ユーザーより）

1ユーザー

ポータル スケジュール 施設予約 メール

メッセージ 掲示板 スペース ファイル管理

メモ マルチレポート ToDoリスト アドレス帳

電話メ
モ

お気に入り 通知一覧 ワークフロー

タイムカード 全文検索 連携API スマートフォン



テレワークで達成すべき3ステップ
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l まずは在宅勤務を可能にする制度設計の実施が必要です
l 社外からアクセスできるシステムに業務を移しましょう

l テレワークで導⼊後に課題となるのが業務効率の低下です
l ⼤量のメールの往復が必要となるやりとりから効率化しましょう

l コミュニケーション不⾜による⼠気の低下も⻑期的課題です
l オープンなコミュニケーションを醸成する仕組み作りが必要です

STEP2

在宅での業務効率
低下を防ぐ

STEP1

在宅で業務できる
ようにする

STEP3

コミュニケーション
不足を補う



8つの課題と解決策
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STEP2

在宅での業務効率
低下を防ぐ

STEP1

在宅で業務できる
ようにする

STEP3

コミュニケーション
不足を補う

スケジュール
調整の効率を
アップ

会議資料を
ペーパーレス化

申請の電子化で
意思決定を
スピーディに

通達と問合せの
対応をスムーズに

社内の発信で
組織に一体感を
つくる

オープンな情報
共有で組織の壁を
なくす

社外でも仕事が
できる環境を
ととのえる

スレッドを使った
コミュニケーションで
働く時間と場所による
情報格差をなくす
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• 高セキュリティだから社外からでも安全アクセス

• 場所を選ばずどこからでも社内同様の業務が可能

在宅で業務できるようにする

課題 Garoonで解決

社外でも仕事ができる環境をととのえる

• 出勤/退勤の時間を効率的に使えない

• 育児や介護で会社を休むと業務が滞ってしまう
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在宅で業務できるようにする

※ パッケージ版Garoonでも「サイボウズ リモートサービス」
により、安全な社外アクセスが可能です 。

IPアドレスによる制限 Basic認証 + クライアント証明書による認証
スマホアプリでスマホや
タブレットでもGaroonの
機能が使えます。

スマホでも使える

クラウドなので、どこからでもアクセス可能。また、basic
認証やクライアント証明書により不正アクセスを防ぎます。

社外から安全にアクセス※
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中野製薬株式会社 様

「社外からのアクセス」こんな風に使っています

「Garoon導入前まで、ケータイからは社内メールしか見られません
でした。導入後は、パソコンや個人のスマートフォンと、様々な

端末からグループウェアにアクセスできるようになったことが非常に
便利だという声が上がっています。掲示板やスケジュールなど、

必要な情報を網羅できるようになったため、すき間時間を有効に活用
できていると感じています」

https://garoon.cybozu.co.jp/cases/nakano/

お客様事例

在宅で業務できるようにする



8

• 業務内容に合わせたフォームを簡単作成

• 社外から申請・承認可能で意思決定がスピーディに

課題 Garoonで解決

申請の電子化で、意思決定をスピーディに

• 各種申請には会社に戻る必要があり非効率

• 上司の不在で申請が通らず、業務が進まない

在宅で業務できるようにする
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申請フォームを
簡単に作成

業務に合わせて申請
フォームを自由につく
ることができます。

承認状況が
一目でわかる

誰が承認したのか、い
まどのステップなのか
一目で把握できます。

路線検索と連携

交通費申請の場合、路線検索サー
ビスから運賃を入力できます。

スマホ対応

社外にいてもスマートフォンなど
から承認作業ができるので申請
をスピーディに処理できます。

在宅で業務できるようにする
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株式会社ユーアンドエヌ 様

「ワークフロー」こんな風に使っています
「以前は申請を紙で運用していたのですが、高額購入については

役員決済が必要となり、役員に決裁をいただけるのが月に数回だった
ので、承認までに数週間かかるケースもありました。いまでは申請が
その日のうちに承認されるなど、承認までの期間がかなり短縮できて
います。去年の年末に、急を要する申請があったのですが、史上最速の
2時間で承認されて驚きました。現場でスピーディーな対応をするのに
役立っています」

https://garoon.cybozu.co.jp/cases/u-n-jp/

お客様事例

在宅で業務できるようにする

https://garoon.cybozu.co.jp/cases/u-n-jp/
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• 「スケジュール」で社員の空き時間が一目瞭然

• 施設や備品の予約も同時にまとめて調整可能

• 「出欠管理」機能で会議への参加伺いもラクラク

在宅での業務効率低下を防ぐ

課題 Garoonで解決

スケジュール調整の効率をアップ

• 参加者の空き予定は、電話やメールで都度確認

• 会議室や備品の予約はまた別で必要

• 会議への出欠確認中、リスケの依頼で混乱…
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空き時間が
一目でわかる

一緒に働くメンバーのスケジュールを
重ねて表示。空き時間を一目で把握で
きるので、予定調整がスムーズです。

在宅での業務効率低下を防ぐ

「出欠管理」
で参加伺い

出欠管理機能で、予定への
参加意思を確認できます。
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在宅での業務効率低下を防ぐ

ネグロス電工株式会社 様

「スケジュール」こんな風に使っています
「スケジュールは全員、原則公開設定で入力しています。社長の
スケジュールも半分以上が公開されていて、予定が空いていれば

誰でも自由に登録できます。社長の予定を入れるときは出欠管理を
ONにしておいて、社長がOKの場合は『出席』で回答するルールに

しています」

「電話やメールで相手の予定を確認する手間がなくなり、だいぶ
楽になりました。Garoonのスケジュールを見ればいつ空いているか
わかりますし、相手の予定も登録できます。またちょっとしたやり
とりはコメントでおこなえるところも効率化につながっています」

https://garoon.cybozu.co.jp/cases/negurosu/

お客様事例

https://garoon.cybozu.co.jp/cases/negurosu/
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• スケジュールに添付すれば印刷は不要

• 変更があれば添付ファイルを修正するだけ

在宅での業務効率低下を防ぐ

課題 Garoonで解決

会議をペーパーレス化

• アジェンダや資料を毎回印刷する必要がある

• 資料を修正する度に印刷しないといけない
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在宅での業務効率低下を防ぐ

資料を共有 添付ファイルは
更新可能

会議資料を添付ファイル
で共有できます。メールな
どで配布する必要がなく
なります。

連絡事項を
伝えられる

資料に修正があった場合は「詳細」から
添付ファイルを更新できます。

会議の事前連絡をコメントでやりとり
できます。
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在宅での業務効率低下を防ぐ

株式会社ハヤシ海運 様

「スケジュール」こんな風に使っています
「毎回印刷していた会議資料を、事前にスケジュールで共有するように
しました。最初は社員からの抵抗もあり、『これまでどおり紙で資料が
欲しい』という要望も寄せられたのですが『資料はすべてグループウェア
のGaroonの中に入っているので、必要でしたらご自身で印刷願えません
でしょうか』とあえて突き放しました。そうこうしているうちにGaroon
の使い方に慣れてきて、逆にいちいち紙に印刷するのが面倒になり、
ペーパーレスが定着していきました。いまでは紙の資料を渡すと
『いらない』と逆に突き返されるほどで、ずいぶん会社の雰囲気が

変わりました」

https://garoon.cybozu.co.jp/cases/hayashikaiun/

お客様事例

https://garoon.cybozu.co.jp/cases/hayashikaiun/
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• 「掲示板」を使えば必要な人に自動で通達可能

• 問い合わせ対応は「コメント機能」でやりとり

在宅での業務効率低下を防ぐ

課題 Garoonで解決

通達と問い合わせの対応をスムーズに

• 全社通達メールや問い合わせ電話の対応にうんざり

• 事務作業に追われ、必要以上に時間がかかる
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在宅での業務効率低下を防ぐ

必要な人に
通知が届く

全社通達を掲載
掲示板を使って全社通達
を掲載できます。

コメント機能で
質疑応答

コメント欄で質問と回答が共有できる
ので、似たような問い合わせを防ぐこと
ができます。
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在宅での業務効率低下を防ぐ

ビーウィズ株式会社 様

「掲示板」こんな風に使っています
「コールセンターの管理者向けに定期的に研修をおこなっている
のですが、その開催案内を毎回掲示板で出しています。研修の主催
部署が掲示板に案内を出し、参加したい人はコメントに書き込んで
申し込みをします。申し込みや問い合わせをコメントでやりとり
すれば、個別の問い合わせに対応する必要がなくなりますし、誰が

参加するのかもすぐにわかります」

https://garoon.cybozu.co.jp/cases/bewith/

お客様事例

https://garoon.cybozu.co.jp/cases/bewith/
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• 時系列/テーマごとの情報で簡単キャッチアップ

• 整頓された情報から欲しい情報がすぐに手に入る

• 異なる勤務時間/離れた拠点での情報共有が可能に

課題 Garoonで解決

スレッドを使った
コミュニケーションで
働く時間と場所による
情報格差をなくす

• 働き方によって情報の格差が生まれている

• オフィスにいないと状況が把握できず不安

• 働く時間や拠点が異なりコミュニケーション不足に

コミュニケーション不足を補う
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テーマごとに
スレッド形式でやりとりできる

メンバーを
自由に設定

メンバーを自由に設定し、プロジェクト
スペースを作れます。

コメント形式なので気軽に情報共有や連絡ができま
す。また時系列に情報が整理されるので、コミュニ
ケーションをしながら情報が整理されますその場に
いなかった人や、場所が離れている人にもどのような
やりとりがあったのかをすぐに共有できます。

コミュニケーション不足を補う
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株式会社明光ネットワーク
ジャパン 様

「スペース」こんな風に使っています
「以前は各地に散らばる教室長たちの横のつながりが限られていま
した。業務で培ってきたノウハウを共有したり、教室運営について
相談する機会が少なかったのです。いまでは、教室長たちが空いた
時間で『共有スペース』を使って、お互いの成果を報告し合い、ノウ
ハウを教え合うことができるようになりました。まとまった時間
がとりにくい教室長たちでも、情報共有が進んでいます。他教室の

成績の報告が刺激になり、モチベーションも向上しました」

https://cybozu.co.jp/casestudy/example/meikonet/

お客様事例

コミュニケーション不足を補う

https://cybozu.co.jp/casestudy/example/meikonet/
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• 「ポータル」で企業理念/ビジョンを毎日確認

• 各部署の取り組みや目標数値をまとめて表示し、
社員のモチベーションを向上

コミュニケーション不足を補う

課題 Garoonで解決

社内発信で組織に一体感をつくる

• 理念やビジョンが浸透せず組織の一貫性に欠ける

• 目標達成に向けた社員のモチベーションが低い
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コミュニケーション不足を補う
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ネグロス電工株式会社 様

「ポータル」こんな風に使っています
「現在ネグロス電工には1200人ほど社員がいますが、どんな部署が
あるのか知らない人も多いんです。勤務している営業所や工場が違う
となかなかつながりがないんですよね。そこで、Garoonポータルを
使って社内情報を発信することにしました。社内のことを広く知る
ことで『うちの会社ってこんなよいところがあるんだな』と思う人が
増えていけば、仕事的にもよい方向に向かって行くと思います。

実際Garoonを使い始めてから、社内の風通しが良くなったと感じて
います」

https://garoon.cybozu.co.jp/cases/negurosu/

お客様事例

コミュニケーション不足を補う

https://garoon.cybozu.co.jp/cases/negurosu/
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• 組織間の情報格差を減らすことで連携強化

• 各情報をオープンに共有することで、必要な情報
が自分で探せるように

課題 Garoonで解決

オープンな情報共有で
組織の壁をなくす

• 部門の壁が厚く、組織間の連携が悪い

• 必要な情報が公開されていないことがある

コミュニケーション不足を補う
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コミュニケーション不足を補う

スペースで ポータルでスケジュールで

プロジェクトのやりとりを
オープンに

社員がいつ何をしているかを
オープンに

組織やチームの情報を
オープンに
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株式会社Too 様

「情報をオープンにすること」でこう変わりました!

「 他部署とコラボレーションしようとすると、社員が自発的
に「Garoon」上でスペースを立ち上げるようになってきました。
必要な情報が共有され、議論が始まり、ビジネスが進んでいきます。
いままで使っていたグループウェアでは、起こりえなかった動きです。
毎日のようにスペースが増えてきています。システムが確実に社員の
手足となりつつあります」

https://garoon.cybozu.co.jp/cases/too/

お客様事例

コミュニケーション不足を補う

https://garoon.cybozu.co.jp/cases/too/
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業務のイメージGaroonを使った

仕事に必要な情報が「新着通知」にまとまって届く

新着通知

スケジュールの確認・連絡

ワークフローの処理

通達の確認

プロジェクトのやりとり
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Garoonが「もう一つのオフィス」に

Garoonがネットワークを介して共同で業務を進めるためのワークプレイスに



Web会議との連携も豊富

Zoom

Cisco Webex

V-CUBE ミーティング

Twilio Video

スケジュールと
各種Web会議の
シームレスな連携



5 ,400社 260万人 を超える導入実績
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導入企業例



92%のユーザーが「Garoonは使いやすい」と回答
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使いやすさ

「操作が直感的に行えること
から、ユーザーサポートに要
する時間がほぼない」

コストの削減

「ほしい機能が安価でワン
パッケージで手に入る」

「クラウド型で低廉なコス
トのサービスが受けられてい
る」

情報共有に効果

「遠距離にある拠点と密に
連携が取れるようになった」

「なにか聞かれれば、まず
Garoonを見て下さい、とい
うところから始められるの
で、ユーザー側、管理側、双
方の利便性が増したと思い
ます」

社外からのアクセス

「外出先からのリモートも
簡単なので業務に役立ちま
す」

※2019年 Garoonユーザーアンケートより「とても使いやすい」と「まあまあ使いやすい」の合計値

92%の
ユーザーが
使いやすいと
回答※



市場からの評価

ITreview Grid Award
2020 Winter 

「グループウェア」部門
「ワークフロー」部門
LEADER取得

HDI-Japan主催
HDI格付けベンチマーク
「モニタリング」

サイボウズ
カスタマーセンター
2年連続三つ星獲得

グループウェア/
ビジネスチャット部門

第１位

日経コンピュータ
2020年2月20日号

パートナー満足度調査2019-2020



Garoonについてもっと詳しく知る
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オンラインセミナー 導入相談カフェ

「Garoon」導⼊を検討されているお客様向けの
オンラインセミナーを開催中。製品デモや、他
製品との⽐較など様々なコンテンツをご⽤意。

https://garoon.cybozu.co.jp/lp/seminar/newlist/

https://cybozu.co.jp/customer/cafe/

導⼊前の疑問や活⽤⽅法をじっ
くり相談できる、予約制の個別
相談窓⼝です。オンラインでの
相談も可能ですので、お気軽に
お申し込みください。

掲載している全ての情報は
Garoonの製品サイトからもご確認いただけます。

詳しくは▶ https://garoon.cybozu.co.jp/

https://garoon.cybozu.co.jp/lp/seminar/newlist/
https://cybozu.co.jp/customer/cafe/
https://garoon.cybozu.co.jp/

