
”たった15分”で、スマホでも快適な Microsoft 365 ベースの社内サイトが
作成・運用できるクラウドサービスです。
驚くほど仕事が早く片付けられるため、生産性とエンゲージメントを高めます。
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もう探さない。
 必要な情報は教えてくれます

専門スキルは不要。 誰でも簡単に使えます

生産性は上がり、 
管理コストは下がります





Microsoft 365 に「ポータル」「文書管理」「ヘルプデスク」「社員検索」「社内報」といった社内サイトを簡単に追加できます。
自社オリジナルテンプレートを登録すれば、各事業部や部門、チームサイトの展開も容易です。

レイアウトテンプレートを選択するだけで、 
複数のポータル・文書管理・ヘルプデスクサ
イトが作成できます。専門知識不要の簡単操
作ですぐ利用できます。

「事業部ポータル」「部門ポータル」など自社
テンプレートを登録でき、各部門に展開でき
ます。自社のガイドラインやブランドに沿うテ
ンプレートを登録すれば、統一した社内サイ
トを構築できます。

InSite ではサイトの作成と複製が簡単にでき、
SharePoint モダンUIでサイト複製がしにくい
課題を解決します。各サイトオーナーは管理
画面から簡単にサイトの更新作業ができるの
で、運用負荷がかかりません。
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全社ポータルや部門ポータル・文書管理・ヘルプデスクサイトを
スピード構築

社員検索 社内報 関連会社ポータル

支店ポータル／部門ポータル

取り組みサイト

全社ポータル

文書管理 ヘルプデスク

InSite スイート



InSite ポータル

チームの情報共有と成果を発信する

経営や現場の「イマ」を共有。 
一緒に働く 仲間同士をつなげる

「効率よく必要な情報に辿り着くこと」「ナレッジをすばやく検索すること」
は生産性向上に必要不可欠。Teamsからアクセスできる全社ポータル、
事業部ポータル、部門ポータルで情報共有を促進しましょう。
モダンUI・スマホ対応の社内ポータルを「15分」で作成、自社テンプレー
トとして登録・複製が出来ます。

社員間の「情報格差」は生産性とエンゲージメントを下げる要因になり
ます。社内情報をタイムリーに入手でき、社員情報も管理できる InSite 
は、必要な情報を届けて社員間の連携をサポートします。

無機質な社内通知や通達が、目を引くデザイ
ンで従業員を惹きつけます。 
情報を活用しやすいため「社内報」サイトと
して利用できます。

簡単な投稿作業で社内ニュースが配信でき
ます。
リンク先をボタン表示したり、サムネイル画
像登録も直観的に操作できます。

従業員が持つタレント(能力・資質・才能)やス
キル、経験値などの情報を一元管理。
適任とのコラボレーションが進む「社員検索」
サイトとして利用できます。

ディスカバリーズの豊富な経験とノウハウに
もとづき、直感的に情報が探せる、デザイン
性と操作性に優れたポータルで情報を一元
化します。

モダンUI・レスポンシブ対応で、デバイスによ
って表示が最適化されます

ニュースのタイムライン投稿、バナーやアイコ
ンの利用傾向に基づいた表示管理など、豊富
な運用機能で、活用される社内ポータルを実
現します。
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InSite 文書管理

InSite ヘルプデスク
よくある質問はボットで自動回答

チームのファイルを一元管理する

Teams で共有されるファイルは探しずらく、ファイルサーバーに保存した
ファイルは投稿者しかわららない…。
探せる人、探せない人の情報検索リテラシーに依存したくない…。
こんな課題を解決！必要な情報が素早く見つけられる文書管理サイトを
「15分」で作成できます。

同じ質問を受け答えするのは時間のムダ。 よくある質問をQ&A形式で保
存して、後はチャットボットに自動回答させる社内ヘルプデスクサイトを
「15」分で作成できます。
Teams との親和性が高く、チームごとのQAサイトを Teams 上に表示で
きます。

サイト設定完了後15分以内で、チャットボット
画面やよくある質問が掲載された社内ヘル
プデスクサイトが出来上がります。
自社用FAQをCSVファイルでインポートして
公開できます。

チャットボットが24時間365日、担当者に代っ
て対応します。
ボットへの問い合わせは自然言語で行うこと
ができ、さまざまな問い合わせに対応して回
答します。

チャットボット機能は、チャットベースの
Microsoft Teams と連携ができるので、 チー
ムごとのQAサイトを用意するなど便利に利用
できます。

用途別に複数ライブラリが設定できます。
全社共通ライブラリ、案件ライブラリ、規定ラ
イブラリなど、用途別に分けることで目的の
ファイルに素早くアクセスできます。

階層になった複数フォルダを、一つ一つ開い
て探していませんか？
InSite はモダンUIに対応した階層Webパー
ツを提供。ツリービューでフォルダを確認で
き、素早く検索できます。

管理画面からはライブラリの追加や削除、権
限や用語セットの設定ができます。
SharePointに慣れていなくても、必要な設定
画面へとナビゲートします。
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安心のサポート体制

導入・活用支援サービス

構築した社内情報共有サイトを、より価値のあるプラットフォームにしていただきたい。
ディスカバリーズは導入後の課題に対して、「定着」「運用」「活用」までトータルサポートいたします。

モバイル端末でも快適に社内情報にアクセスできる SharePoint の モダンUI 対応の社内情報共有サイトを、専門スキル必要
無しに、分かりやすい管理画面から作成できます。

InSite 導入支援サービス

プラン

InSite ポータル・ヘルプデスク　個別設定
InSiteの管理設定と、InSiteアカウント設定を行います。
要件を2回までヒアリングさせていただき、サイトの作成と、設定の変更を行います。
（最大16時間程度）

ユーザーアカウント登録、権限設定、有効化を行います。　※Peopleアドレス帳は対象外

Peopleアドレス帳登録、組織階層とユーザー登録を行います。　※個人プロフィール登録は対象外

InSiteの管理設定と、InSiteアカウント設定を行います。
要件をヒアリングさせていただき、サイトの設計と、作成、設定の変更を行います。
文書数5,000未満を上限としてライブラリの設計と設定変更を行います。
（最大32時間程度）

InSite 文書管理　個別設定

エンゲージ・ドットワークス　アカウント設定代行

エンゲージ・ドットワークス　People アドレス帳代理登録

内容

PickUp❶

追加ソリューションPickUp❷ トレーニングPickUp❸

ソリューション例：Off ice 365 に申請フォームを追加
SharePoint や Exchange、Flow や PowerApps の知識がな
くても、簡単にOff ice 365にワークフロー機能を持つ各種
フォームが追加できます。

Microsoft Off ice 365 や Dynamics 365の導入が進み、エ
ンドユーザー教育が課題になっています。
御社の業務に必要なスキルを効率よく習得できるトレー
ニングメニューをご用意しました。

ワークフロー 一覧
● 交通費申請
● 休暇申請
● 出張申請
● 機器管理台帳／貸出申請
● 経費申請
● 物品購入
● 接待費申請

Off ice 365 ユーザー向けトレーニング
● OneDrive for Business
● Microsoft Teams
● Yammer
● Office 2016 Excel
● Office 2016 Access

● SharePoint
● Outlook・Exchange
● Office 2016 Word
● Office 2016 PowerPoint

Dynamics 365 ユーザー向けトレーニング
● Sales
● Marketing

● Customer Service
● Project Service Automation

● InSite 個別設定
● エンゲージアカウント設定代行
● Peopleアドレス帳代理登録

● テクニカルサポート
● トレーニング
● Office 365 運用支援

● InSite 設定変更
● 追加ソリューション

● 社内情報共有サイト運用サービス
● 活用支援コンサルティング

導入 定着 運用 活用

PickUp❶

PickUp❷ PickUp❸
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● Discoveries InSite はディスカバリーズ株式会社の商標です。 ● その他記載されている、会社名、製品名、ロゴ等は、各社の登録商標または商標です。 
● 本書の内容は、2020年 11 月現在のものです。

ディスカバリーズ株式会社
東京都港区北青山2-14-4 the ARGYLE aoyama 
Tel. 03-6433-5372　Mail : contact@discoveries.co.jp　Web: https://discoveries.co.jp/

Material#： 211902

システム要件
＜アカウント要件＞
Azure AD サービス管理者権限、SharePoint Online 管理者権限
SharePoint Online サイトコレクション管理者権限

＜システム要件＞
Microsoft 365 システム要件準拠、SharePoint Online モダン UI
＜ブラウザ要件＞
・Windows 版 Microsoft Edge 最新バージョン　・Windows 版 Chrome 最新バージョン 
・Windows 版 Firefox 最新バージョン　　　　   ・iPhone iOS9 以降 

お問い合わせ／サポート

InSite スイートプラン「i3」 料金プラン

WEBからお申込みください。30日間無料で利用できます。

InSite が選ばれる理由

＜お問い合わせ＞
導入に関するお問い合わせは、メールにて受け付けております。
askme@discoveries.co.jp

＜サポート＞
お申込み後のご質問や技術的な問題については、無償カスタマーサポートがメールにて
サポートいたします。(平日 9:00 ～ 17：00 )

InSite の導入で、業務効率化や生産性の向上などの企業の課題が解決できます

月額 48,360円

月額 48,360円

93,360円
（1名あたり311円）

年額 1,800円 ×
ユーザー数 300名

基本料金

人数課金

月 額

ポータル、文書管理、ヘルプデスク、タイムライン*、ピープル* が含まれ、単体で導入いただくより基本料金が 35% お得なプラ
ンです。 * エンゲージ・ドットワークス エッセンシャルズの利用ラインセス含む

・ポータル、文書管理、ヘルプデスク単体購入プランは、基本料金 月額24,800円+人数課金 年額600円×ユーザー数となります。　・年契約一括払いとなります。

基本料金

人数課金

月 額

基本料金

人数課金

月 額

基本料金 年額 1,800円×ユーザー数人数課金

シミュレーション ❶
従業員が300名で導入する場合

シミュレーション ❷
従業員が1,000名で導入する場合

シミュレーション ❸
従業員が3,000名で導入する場合

https://insite.discoveries.co.jp/

月額 48,360円

198,360円
（1名あたり198円）

年額 1,800円 ×
ユーザー数 1,000名

月額 48,360円

498,360円
（1名あたり166円）

年額 1,800円 ×
ユーザー数 3,000名


