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シナジー（相乗効果）で実現する 
ベストコミュニケーション 
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コンセプト 
 

• 容易な情報提供 
   －Web公開（オプション） 

• どこでも使える 
   －公開サーバの利用で外部アクセス可能に 

• ホームページ更新の効率化 
   －公開機能を利用することで庁内／庁外と連携 

• 必要なオリジナル機能を追加可能 
   自社PKGなので、フレキシブルに対応 

 

SynerG・Server ○月○日は健康診断
ですよ。 

今日のスケジュールはどう
なっていたかな？ 

明後日に○○社のＡさん
がお見えになります。 

契約書の雛形を登
録します。 

○月○日臨時会議を
開催します。 
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ＳｙｎｅｒＧ 製品概要 

• Ｗｅｂベースのコミュニケーションツール 
  受託開発の経験を生かし、官公庁・自治体、教育機関や一般企業 
  に導入されております。 
  常にお客様の声を反映したバージョンアップを重ねて参りました。 
  ＷｅｂベースのシステムなのでＰＣ端末へのインストール作業は 
  一切不要し、短期間・低コストで導入いただけます。 
 

• ホームページ連携機能（オプション） 
  お知らせ、掲示板など住民への公開情報は、記事を登録するだけで 
  ホームページの情報更新を自動化できる機能です。 



• メニュー 
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基本メニュー 

 
 
 
 
 
 
 

基本機能 

・お知らせ 

・ＷＥＢメール 

・スケジュール 

・伝言メモ 

・所在状況 

・アドレス帳 

・ユーザ設定 

・掲示板 

・回覧板 

・行事予定表 

・ＴｏＤｏリスト 

・ファイル管理 

・リンク集 

・管理メニュー 

オプション 

・ワークフロー   ・アンケート 
・施設予約     ・ファイル管理（検索機能あり） 

・ホームページ連携 ・メール・アカウント一括登録 

・給食検食簿                                

グループウェアに必要な基本機能を完備。 
お客様独自のオリジナル機能を追加 

することの可能です。 

必要のないメニューを非表示にすること 
も可能です。（カスタマイズ対応） 
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基本機能 

• ＴＯＰページ 
  レイアウトを自由に設定可能。 
   ◆全体のレイアウトを追加したり、個々に表示設定することができます。 
   ◆必要なメニュー、非表示メニューの設定が簡単に行えます。 

   

   
レイアウト設定画面 

← 固定 
（お知らせ） 
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基本機能 

• お知らせ 
  ◆記事の掲載開始／終了、記事の自動削除機能 

 ◆記事の承認機能／記事の下書き機能 

  ◆添付ファイル、表示色の指定 

 ◆グループ毎の記事表示機能 

  ◆テロップ機能 

部署毎の表示も可能 

記事は、掲載期限設定により自動整理 

入力画面 
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基本機能 

• Ｗｅｂメール（電子メール） 
   e-Mail送受信のためのメーラー機能 
   ◆複数のメールアドレスを管理することが可能 
   ◆メール受信時の仕分け作業 
   ◆複数の署名を管理することが可能 
 

フォルダ管理 
仕訳設定 

共有／部署／個人アドレス帳を用
意 

多彩なアドレス管理 

署名設定、ファイル添付 この処理にはe-mailアドレスが必要です。 
メールID発行機能はありません。 
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基本機能 

• 回覧板 
   グループウェアユーザ同士のメール機能 

   ◆グループウェア内のローカルメール 

  ◆開封確認機能（メールの閲覧を確認することが可能） 

   ◆メール受信時の仕分け作業 

   ◆複数の署名を管理することが可能 

ＷＥＢメールと同様の操作により回覧文書を
内部メール機能で送受信 
Ｅメールアドレス無しで使用可能 

グループウェア内のユーザーメール。 
e-mailメールとの連携はできません。 
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基本機能 

• アドレス帳 
   電子メールアドレスを共有して利用可能 

   ◆共有できる範囲が違う３つのアドレス帳を用意 

   ◆CSVファイルによる一括登録および出力が可能 

   ◆名簿管理として使用することが可能 

 

共有アドレス、部門アドレス、 
個人アドレスを用意 
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基本機能 

• 掲示板 
   ◆全体およびグループで使用できる掲示板を用意 

   ◆記事の掲載開始／終了、記事の自動削除機能 

   ◆メール配信機能 

   ◆参照履歴管理（最終閲覧日付、時間、閲覧回数） 

   ◆アクセス権の設定機能（投稿、閲覧、修正、削除） 

  ◆記事の承認機能 

投稿画面 

全体／部署ごとに設置 

カテゴリ分け 

テーマを決めて特定メンバーによる 
電子会議室として利用可能です。 
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基本機能 

• スケジュール 
   個人やグループの予定を登録し、管理する機能 
   ◆公開スケジュール・プライベートスケジュールの登録が可能 
   ◆メンバーのスケジュール登録が可能 
   ◆グループスケジュールの管理が可能 

メンバー（部署）のスケジュー
ル登録が可能 

公開／プライベート登録が可
能（色分け） 
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基本機能 

• 行事予定表 
   全庁的な行事、イベント情報を共有 
   ◆月間行事の登録が可能 
   ◆個人スケジュールへのコピー機能 
   ◆カレンダーファイル添付が可能 
 

個人スケジュールへの 
コピーが可能 

縦型表示 

全体行事、会議等分類を分け
て表示可能 
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基本機能 
 

• ファイル管理 
   定型文書や雛形など共有ファイル書庫機能 
   ◆フォルダ・ファイルのアクセス権をつけることが可能 
   ◆容量制限を設定することが可能 
   ◆リンク登録が可能 
 

全体／部署／個人ごとの 
フォルダを用意 

各種フォーム集、契約書雛形など定型文書、ドキュメント 
などを登録し、全員で共有利用 
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基本機能 

• リンク集 
   よく活用するインターネットアドレス情報（URL）を登録 
   ◆個人・グループ・共通リンクの３種類を用意 

全体／部署／個人ごとの 
リンク集を用意 

グループウェアの画面から 
インターネットへアクセス可能。 
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基本機能 

• 所在状況 
   離れた拠点（出先）など、スタッフの所在状況や行き先などの表示 
   ◆在籍、外出、会議、打ち合わせなどの行動表示 
   ◆スケジュールから予定の転記が可能 
 

各人の所在状況が表示 

離席時には、所在入力 



16 

基本機能 
 

• 伝言メモ 
   不在や外出しているスタッフ宛の伝言機能 
   ◆複数人への通知が可能 
   ◆携帯電話などへメール通知が可能 
 

未読、既読が把握できます 

・複数人にメモを残すことが可能 
・携帯電話メールやＥメールにも転送可能 
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基本機能 
 

• ＴｏＤｏリスト 
   仕事の状況把握と業務指示が可能 
   ◆進捗状況は任意に設定することが可能 
   ◆メンバーへの登録が可能 
   ◆スケジュールへの表示 

自分の仕事リストを管理、進捗を把
握できます。 

登録画面 
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基本機能 

• ユーザ設定 
   利用者が任意に変更設定可能 
   ◆パスワードの入力規則の設定が可能（文字数、文字種） 
   ◆表示する名称を変更することが可能 
   ◆所属部署を自分で変更することが可能 
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基本機能 

• 管理者メニュー 
   グループウェアを運用するための取り決めや各種設定 
   ◆ユーザメンテナンス（登録、修正、削除） 
   ◆ＩＤの一括変更機能 
   ◆操作履歴の参照機能 ユーザ登録画面 

ログ集計画面 
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オプション 
 

• 施設予約 
   予約状況や貸出状況を把握 

   ◆会議室、車輌など共有施設・設備、パソコン、プロジェクタなど備品の予約管理。 

   ◆仮予約、本予約の承認機能。 

   ◆利用者制限、予約期間制限が可能。 

 

 

重複時にはチェック 
※エラー表示 
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オプション 

• ホームページ連携 
  ◆Ｗｅｂ公開項目に「公開する」「公開しない」のチェックボックス搭載 

   ・公開する・・・・  社内、庁内及びホームページ上へ 

   ・公開しない・・・ 社内、庁内のみ 

    ※連携可能カテゴリ 

   お知らせ、掲示板、行事予定表、リンク集、施設予約、アンケート 

ホームページ 

公 開 

承認機能による承認者のチェック後 
公開することも可能です。 
安易な公開を防ぎます。 

拡大画面 
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オプション 

• Web申請（ワークフロー）エンジン 
   申請や承認業務のための電子決済をする機能 

   ◆簡単導入・運用   ブラウザ、e-mail環境があれば即利用可能。 

   ◆多彩なルート設定  複数ルート・承認者、代理承認、閲覧者設定。 

   ◆人事異動への対応  所属部署の変更のみ。CSV型式で様々なデータと連携 

       
・申請機能 
   ①下書き 
   ②承認状況確認 
   ③取り消し 
・承認機能 
   ①電子メール通知 
   ②代理承認の可否設定 
   ③未承認一覧表示 
   ④一括承認 
・申請書フォーム 
  ＨＴＭＬ作成ファイルを利用可能 
  （ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾋﾞﾙﾀﾞｰ、FrontPageなど） 
・回覧機能 
・滞留処理機能 
・参照機能 

オリジナル申請フォーム作成は、 
別途有償対応となります。 
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オプション 

• アンケート集計 
   職員の意識調査、庁内公募、地域住民の意見募集などに便利なアンケート機能 

   ◆アンケートフォームを任意に作成、依頼が可能。 

   ◆集計結果はグラフ表示、CSV型式で出力可能。 

   ◆項目は単数・複数選択、1行・複数行入力、添付ファイル指定可能 

 

結果をグラフ表示可能 
（ただし、棒グラフ） 
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オプション 
 

• ファイル管理（検索機能） 
   ◆ファイル管理の機能に文書内文字検索機能をプラス。 

全文検索機能 
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オプション 

• メール・ＳｙｎｅｒＧアカウント一括登録 
   ◆e-mailアカウント及びＳｙｎｅｒＧアカウントの両方を管理できます。 

     

 
• 給食検食簿 
   ◆学校給食の検食簿を管理することができます。 

   （給食センター向け） 
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オプション 

• 学校教育データベース 
   「ファイル管理」メニューを教育向けにカスタマイズ 

   ◆大分類項目を教育向けに細分化。 

   ◆「検索インデックス作成」を追加。 

       

ＳｙｎｅｒＧ 
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オプション 

• 講座受講管理 
   ◆講座設定、講座申し込み、事前アンケート、事後アンケート、小テスト、掲示板の設定。 

   ◆ユーザ毎の受講履歴参照機能。 

   ◆受講者一覧のＣＳＶ出力機能。 

   ◆受講者確定後の確定メール配信機能。 

       



28 

オプション 

• 送致ポスト 
   ◆教委事務局担当者へ学校事務担当者からファイルを送付。 

   ◆学校名一覧表示、どの学校から送致されているかいないかの確認。 

   ◆選択ダウンロード、個別ダウンロードに関してはログ記録にて確認。 
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オプション 

• ビデオ（コンテンツ）配信システム 
   ◆映像、写真などの静止画を管理。※アップロードはＦＴＰソフトを使用 

   ◆ファイルに対しタイトル、コメント、サムネイル画像（映像のみ）の情報付加可能。 

   ◆映像ファイルはWindowsMediaPlayerを利用し再生、画像ファイルはダウンロード可。 

       

映像デジタルライブラリー 



30 

基本スペック 

◆ユーザー： 無制限 

◆部署： 99,999,999 

◆役職： 99,999,999 

◆お知らせ： 2,147,483,647 

◆WEBメールアカウント： 99,999,999 

◆WEBメールメール数： 9,999,999,999 

◆WEBメールフォルダ数： 99,999,999 

◆アドレス帳： 2,147,483,647 

◆スケジュール分類： 99,999,999 

◆スケジュールデータ： 2,147,483,647 

◆カレンダー分類： 99,999,999 

◆カレンダーデータ（分類毎に）： 2,147,483,647 

◆掲示板分類： 99,999,999 

◆掲示板データ（分類毎に）： 99,999,999 

◆パブリックフォルダ分類： 99,999,999 

◆パブリックフォルダデータ（分類毎に）： 9,999,999,999 

◆アンケート（タイトル）： 99,999,999 

◆アンケート（項目）： 99,999,999 

◆リンク集： 99,999,999 

◆伝言メモ分類： 99,999,999 

◆伝言メモ（分類毎に）： 2,147,483,647 

◆施設予約会場： 99,999,999 

◆施設予約データ（分類毎に）： 2,147,483,647 

◆申請書： 999 

◆申請書データ（申請書毎に）： 9,999,999,999 

※ここに記載している数値は、あくまでも各項目におけるMAX値です。 
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動作環境 

• 動作環境 
 
 

 

対応サーバOS Windows Server 2008 
         Linux（RHEL AS4, ES4以上推奨） 
データベース環境 MySQL 
Web環境  Apache 
クライアント環境 Microsoft Internet Explore 8以上 
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会社概要 

環境マネジメントシステム 
ISO14001  

情報セキュリティ 
マネジメントシステム 

ISO27001 

品質マネジメントシステム 
ISO9001 

プライバシーマーク 

■ コ ン サ ル テ ィ ン グ 営 業  
■ ソ リ ュ ー シ ョ ン 営 業  

■ シ ス テ ム 系 サ ポ ー ト  
■ ハ ー ド ウ ェ ア 保 守  

■ 情 報 系 ソ リ ュ ー シ ョ ン  
■ シ ス テ ム 開 発 製 品  

当社は地元企業であることのメリットを生かし、地域が求めるＩＴを提案する企業、きめ細かなサービスとサポートを提供する企業を目指し、『 使う人の近
くで、使う人の気持ちで 』お客様満足度の向上に努めています。 

〒030-0801 青森市新町2丁目6-29 
TEL:017-777-3250 FAX:017-773-1319 
http://www.kbs-web.com/ 

青森支店 
 〒030-8053 
 青森市南佃2丁目18-1 
 TEL:017-765-4001 
 FAX:017-765-4007 

弘前支店 
 〒036-8053 
 弘前市和泉2丁目18-1 
 TEL:0172-28-5200 
 FAX:0172-28-5600 

八戸支店 
 〒039-1166 
 八戸市根城9丁目5-3 
 TEL:0178-46-2083 
 FAX:0178-46-2029 

インターネットサービス コンピュータショップ ドコモショップ 
■青森新町店 ■青森東店 
■弘前城東店 ■弘前安原店 
■八戸根城店 ■八戸南類家店 
■十和田店  ■三沢店 
http://docomon.jp/ 

■パワーデポ青森店 
■パワーデポ弘前店 
■パワーデポ八戸店 
http://www.powerdepot.co.jp/ 

■インターネット接続 
■サイト構築・運営サポート 
■ホームページ作成 
■ホスティング・ハウジング 
http://www.jomon.jp/ 

http://privacymark.jp/
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