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スマホでも快適な
Office 365 ベースの社内サイトが簡単に作れる

サイト構築にかかる
コストを約80％削減する

ノウハウを製品化。
生産性とエンゲージメントを向上する

InSite とは

社内の情報共有サイトを簡単に作成して

社員や組織の生産性を向上できるクラウドサービス
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スタイリッシュな社内サイトが
簡単に作れる

Office 365 導入済みの場合は、最短15分でサイトが完成！

SharePointモダンUIに対応するInSite は、スマホでも快適に情報が探せます

InSite を申し込む レイアウトを選択
Office 365 に

社内サイト追加完了
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InSite の特長 ①



サイト構築にかかる
コストを約80％削減する

※ 従業員1,000名規模で社内ポータルを導入して3年間利用した場合のコストを比較

270万円

InSite

ゼロから構築して3年間利用 InSite で構築して3年間利用

400

800

1,200

1,600

要件定義 情報設計 サイト開発 保守

1,500万円
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InSite の特長 ②

ゼロからサイト構築するのと比較して

導入コストを約80％ (※)削減します。



InSite 文書管理 InSite プロジェクト管理

ノウハウを製品化
生産性とエンゲージメントを向上する

文書管理とプロジェクト管理は、SharePoint モダンUIに対応していません
文書管理は今後、 SharePoint モダンUIに対応予定です

InSite ヘルプデスクInSite ポータル
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InSite の特長 ③

「見た目」のみならず「使いやすさ」を重視したサイトは当社のノウハウが凝縮され
ており、確実な情報共有ができます。会社と従業員、従業員同士をつないで、生産性
とエンゲージメントアップに寄与します。



InSite 利用シナリオ
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Office 365 運用を
スムーズにする

5. 社内質問に自動回答する
チャットボットを作成する

6. FAQを蓄積して活用する

7. チャットボットを Microsoft 
Teams のチーム単位で使う

社内情報共有で
生産性をあげる

1. 社内ポータルサイトを作成す
る

2. タイムリーにニュースを配信
する

3. 社内ポータルを運営する

4. Microsoft Teams内に社内
ポータルを表示する

申請業務を
デジタル化する

8. 申請フォームを社内ポータル
に追加する

9. 管理台帳と連携するワークフ
ローを利用する



1. 社内ポータルサイトを作成する

InSite ポータル

InSite にログインしたら、管理画面から
• サイトタイトル
• サイトアドレス
• 言語とタイムゾーン
を設定します。

次にサイトレイアウトを選択します。
ここではポータルを選択して、次に
• 掲載したいロゴ画像
を設定して［作成]をクリックします。

サイト作成まで数分待ちます。

ローテーションバナーやクイックナビ、社内ニュース
が掲載された社内ポータルが出来上がります。
サンプルコンテンツを参考に、画像やリンク先を自社
用に変更して社内公開します。

基本設定 レイアウト選択

社内ポータルを公開
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社内ポータルのコンサルティングの実績や経験から、
多くの企業が求めるレイアウトをInSite ポータルとして製品化しました。



2. タイムリーにニュースを配信する

InSite ポータル

InSite ポータルにはエンゲージ(※)のタ
イムラインが搭載されています。ログイ
ンしたら、管理画面からニュースを投稿
します。

ニュース記事の投稿は
• ストーリーモード
• クラッシックモード
のどちらかが選択でき、いづれも直感的
に編集できます。ここでは社内ポータル
トップ画面に表示する画像も選択します。

配信された社内ニュースはスマホでも
手軽にチェックできます。
ニュースをお気に入りに追加（クリッ
プ機能）すれば、思考する時間にじっ
くり読んだり整理できて、アイデアを
カタチにするのに役立ちます。
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エンゲージにログイン 記事を投稿 ニュースを読む・シェアする

無機質な社内通知や通達が、デザインされた社内ニュースとして
読みやすくなり、受け取った情報を活用しやすくなります。



3. 社内ポータルを運営する

InSite ポータル
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InSite に掲載した情報が、社内でどれくらいクリックされ
ているのか、分かりやすいグラフで確認することができま
す。アクセスグラフで改善のアイデアが浮かびやすく、
社内ポータルの運営がしやすくなります。

社内の問い合わせなどを
考慮して掲載するアイコ
ンを見直します。新しい
システムやツールのリ
リースに合わせてナビア
イコンを追加します。

利用傾向を確認

バナーの掲載順を変更

ナビアイコンを追加

バナーの掲載順位を変え
たり、アクセスが伸びな
いバナーのデザインを変
更します。

サイト改善のアイデアが浮かんだら、簡単な操作でサイト更新
できるため、スピーディーに楽しく社内ポータルを運営できます。



4. Microsoft Teams内に社内ポータルを表示する

InSite ポータル
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Microsoft Teamsを中心に業務を進める企業が増えています。
このような場合、ユーザーが情報を探すために、 Teams と
SharePoint Online を行き来しなければならないのは面倒で
す。InSite ポータルはTeamsのタブに追加できます。

TeamsにSharePointのタブを追加

ユーザーは Teams のインタフェースを離れることなく、
社内情報がまとめられたページを閲覧することができるようになります。

社内ポータルを表示する

社内ポータルの SharePoint ページをタブとして追加してお
くことで、Teams 中心に業務する社員も、ストレスなしの
ワンクリックで社内ポータルにアクセスできます。



5. 社内質問に自動回答するチャットボットを作成する

InSite ヘルプデスク

12

InSite にログインしたら、管理画面から
• サイトタイトル
• サイトアドレス
• 言語とタイムゾーン
を設定します。

次にサイトレイアウトを選択します。こ
こではヘルプデスクを選択して、次に
• 掲載したいロゴ画像
を設定して［作成]をクリックします。

サイト作成まで数分待ちます。

チャットボットと、よくある質問の一覧、質問をカテゴリ別に探
せるメニューが表示されたヘルプデスクサイトが作成できました。
QA管理画面から、自社で公開したい内容を登録して社内公開し
ましょう。

基本設定 レイアウト選択

チャットボットサイトを公開

InSite ヘルプデスクは、社内FAQを貯めるだけではなく
チャットボットとして社内利用できるため情報活用が進みます。



6. FAQを蓄積して活用する

InSite ヘルプデスク
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QA管理画面では
• システム環境
• 未登録質問への回答文章
• 単語のゆらぎの許容度
などを設定します。

回答する範囲を広げたい場合は、新たに
カテゴリを追加することで、ニーズに応
えるヘルプデスクサイトが作成できます。

QA管理 QA登録

社内FAQを蓄積するので、従業員がどんな問題で困ってい
るかを把握できます。FAQをカテゴリ別に整理して登録、
蓄積していくほどに社員の活用が進みます。

FAQを蓄積

ヘルプデスク業務の効率化コスト削減と、
職場環境の品質向上を同時にかなえます。
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チャットボットは、SharePointベースの社内ポータルサイ
トやMicrosoft Teamsやなど、複数のチャネルと統合する
ことが出来ます。

チームごとのQAヘルプボットを、Microsoft Teamsの
チーム単位で表示します。

既知の問題であれば、チームメンバーが時間をかけて回
答する必要がなくなるため、プロジェクトがよりスムー
ズに進行できます。

多様なチャネルと統合 Teams のチーム単位で利用

7. チャットボットを Microsoft Teams のチーム単位で使う

対応デバイス

対応サービス

T

チャットがベースのコミュニケーションツールであるMicrosoft Teams 
との親和性が高く、便利に利用できます。

InSite ヘルプデスク



8. 申請フォームを社内ポータルに追加する

InSite オプション

15

申請フォームを申し込むと、クイックナ
ビにアイコンが追加されます。ここでは
「休暇申請」を紹介します。

1段階のワークフローで、入力項目として
開始日、終了日、期間、種類、振休取得
予定、備考、ステータスが設定されてい
ます。利用者は休暇を上司に申請し、承
認を求めます。

申請フォームを追加 申請する

上司は、承認・却下することができます。
承認された休暇はリストに保存されて、
総務部などの担当部署で管理できます。

承認する

SharePoint や Exchange、Flow や PowerAppsの知識がなくても
ワークフロー機能を搭載した各種フォームを追加できます。



9. 機器管理台帳と連携するワークフローを利用する

InSite オプション
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機器管理台帳はSharePointのリストで作
成します。管理ID、管理名、メーカー、
製品名、カテゴリ、購入日、金額、状態
を入力して機器貸出・返却の管理を開始
します。

貸出1段階＋返却1段階のワークフローで、
別途管理台帳に入力した機器の貸出・返
却申請をします。入力項目として備品名、
利用者、用途、貸出日、返却日、ステー
タスが設定されています。

管理台帳を作成 申請する

上司は、承認・却下することができます。
承認された機器の貸出・返却申請はリス
トに保存されて、総務部などの担当部署
で管理できます。

承認する

ワークフローの段階を増やしたり、画面や履歴リストの
カスタマイズニーズにもお応えできます。



InSite ポータルの特徴

社員がアクセスしたくなる社内ポータルを簡単に作成

※ InSite では、ディスカバリーズの製品「engauge.works」の一部機能である
「タイムライン」と「ピープル」の両機能を「engauge.works essentials」として提供します。

ローテーションバナー

バナーをローテーション表示。 視覚的
に惹き付けて情報に正しく誘導します。

クリックナビ

わかりやすいデザインアイコ
ンで情報にナビゲートします。

タイムライン*

タイムリーにお知らせ情報を配信でき
ます。クリップして後でまとめ読みも。

ブログヘッドライン

ブログ最新記事の冒頭文をトップ
に表示。社長ブログにも使えます。

伝言メモ

アクセスしている社員宛の伝言メ
モを表示、メール通知もできます。

設備予約

会議室などの共有設備を一元管理。
簡単予約で利用を効率化します。

社員検索*

社員のスキルや経験が一目瞭然。大
事な場面での機会損失を防ぎます。

全社予定表

リスト形式でイベントの予定を共有します。

情報にアクセスするのに検索は有効な手段ですが、検索リテラシーは人それぞれ。
よく利用する機能やファイルへ、誰もが迷わずアクセスできるInSite ポータルは組織の生産性を高めます。
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アクセスしたくなるポータルで
情報に正しく誘導

たった15分でサイト作成
サイト運営しやすい仕掛けも

経営や現場の「イマ」を共有
組織を超えた連携をサポート



InSite ポータルに搭載されるエンゲージとは

「engauge.works」は、チームのエンゲージメント向上を支援する
アプリケーションです。

社内ニュースをタイムリーに配信する「タイムライン」と社員検索
できる「ピープル」、さらに使うほどに貯まる「マイレージ」があ
り、 今後、人工知能（AI）を活用し、一人ひとりの働き⽅にあっ
た「レコメンデーション」、従業員同士の「ミートアップ」支援、
獲得した「マイルの活用 」などのサービスも提供予定です。

InSite ポータルには「タイムライン」と「ピープル」のみ搭載され
ており、InSite ご契約企業様にご利用いただけます。

情報を使う

社内に散在する情報を効率的に
収集し、同僚とすばやくコラボ、
業務生産性を高めます

マイルが貯まる

社内資産を活用して業務生産性
が高まるとマイルが貯まって、
継続的に取り組めます

行動を分析する

人工知能エンジン(※)で働き⽅
を分析し、一人ひとりに合った
情報をオススメ。学習するほど、
仕事の効率も高まります

engauge.works
essential (InSite ポータル)

engauge.works

タイムライン ピープル マイレージ
(エンゲージ契約企業のみ)
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InSite ヘルプデスクの特徴

Office 365 にチャットボットを簡単に追加

システム Office 365

総務 経理

PCが故障。貸出して
もらえますか？

PC貸出申請フォーム
より申請してくださ
い。機器の取り扱い
は丁寧に行い、返却
時はヘルプデスクに
て正常に動作するこ
とを確認させていた
だきます。

Teamsのメンション
機能って？

メンション機能を使
用して、自分のメッ
セージに注意を引き
ます。チームの会話
で、メッセージの入
力を開始します。@
を入力し、その後に
チームメンバーの名

名刺の追加発注

毎月25日までに名刺
発注申請を受け付け
ています。

翌月5日前後にお届
けします。

経費精算の仕⽅は？

毎月10日に経費精算
フォームより申請し
てください。

入力⽅法や注意事項
を以下に説明します。

1．スマホで撮影し

InSite では最大2サイト分のQA情報が登録ができます。
2サイト以上作成したい場合は、別途お問い合わせください。

19

チャットボットでコスト削減
ユーザーの利便性も向上

社内ポータル、Teams、スマホ
どこからでもアクセス

FAQやノウハウを蓄積
複数のQAサイトが持てる

担当者代わって問い合わせに即座に対応します。ヘルプデスク業務負荷が軽減されるので担当者は他の業務に集中できます。
社員は、質問を入力するだけで、リアルタイムに回答を得られるため利便性が向上します。

利用シナリオ: 



InSite オプション「申請フォーム」の特徴

社内ポータルに各種申請フォームを簡単に追加
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交通費申請 休暇申請 出張申請 機器貸出申請 経費申請 物品購入 接待費申請

紙やファイルでやり取りしている社内のやり取りを、 Office 365 のワークフローに置き換えて効率化できます。
InSite の各種ワークフロー製品は Office 365 サイトに簡単に追加して使い始められます。

申請: 担当者
承認完了・管理: 
担当部署

経路1: 
上長承認

承認

却下

1段階のワークフローが実装されています。
段階を増やす等のカスタマイズについてはご相談ください。



InSite 文書管理の特徴

探せる、シェアする、管理する文書管理サイトを簡単構築
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「ファイルサーバから移行したがファイルが整理できない」「Office 365 サイトのファイルが探せない」
この課題を解決するのが InSite 文書管理ソリューション。

ただ保存するのではなく利活用しやすく整理保存されるため。ファイルのライフサイクルと情報資産の価値を高めます。

検索時間の大幅短縮
図書館のように整然と整理

一定期間すぎると破棄
不要ファイルで容量過多を防ぐ

公式ファイルを一元管理
保存ルールを適用

人気のあるファイル一覧

多くのユーザーが利用しているファイ
ル一覧を確認することができます

自動アーカイブ

一定期間を過ぎると保管用フォルダへ
格納、もしくは廃棄されるよう設定す
ることが可能です

検索しやすいナビゲーション
部門・分類・時系列・キーワードか
ら必要なファイルを見つけることが
できます

アクセス権限の設定
アップロードができるユーザーを
グループ化し、間違って追加・削
除・更新されるのを防ぎます

フォルダ分けは不要
タグ付けだけでフォルダ分類が
不要なため、格納場所がわからな
くなることがありません

メタタグ
公開時に所属や分類などの情報を
タグ付けるひと手間で、誰がアップ
ロードしても探しやすい状態を保ち
ます

※ 2018年12月下旬にクラシックUI対応を販売終了予定。
同タイミングでモダンUI対応製品の販売を開始



InSite プロジェクト管理の特徴

社内外のメンバーと連携するプロジェクト管理サイトを簡単構築

22

プロジェクトメンバー全員がタスクやマイルストーンをリアルタイムに把握しながら
コミュニケーションやコラボレーションできる Office365 ベースのサイトです。

タスクを一元管理
コミュニケーションを円滑に

社外メンバーとも
情報共有

成果物の一元管理

✔

連絡先一覧
参画しているメンバーを一覧表示で
きるため、わざわざ自分の連絡帳を
探す必要はありません

バージョン履歴
他のメンバーが作成したファイルを
間違えて上書きしても保存前の状態
に戻すことができます

タスク管理機能
メンバー全員がタスクやマイルスト
ーンを視覚的に確認 / 共有できます

ファイル最大 2 GB まで
ファイルあたり最大 2 GB
総容量 1 TB まで保存できます

ファイルのタグ付け
参考資料、提出物といったファイルの種
別や取扱範囲などを各ファイル情報に付
与して、整理された文書管理を実現

社内メンバーを招待
協力会社や取引先をサイトに招待
して情報共有できます



InSite が選ばれる理由

情報検索が1/4まで改善

シームレスな情報共有で
競争力を高める

社内ポータルで
毎月600件超の FAX もゼロに

EUC の実現に向けた
「最後の障壁」を InSite でクリア
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株式会社ミルボン 様導入事例

従業員規模
500-1,000名

業種
化学

InSite 選定理由
社員が必要な情報を探せる環境を持ちたい

背景

ミルボンは美容化粧品をサロンに販売する国内シェアNo.1の
頭髪化粧品メーカー。約700名の社員間での、POP素材やプロ
モーション、お客様からのフィードバックなどの情報共有が
課題となって、10 年以上使い慣れたノーツから Office365 へ
移行する。

SharePoint のサイト構築や移行は自社で行い、複数のリスト
やライブラリに情報を蓄積して SharePoint の利用を開始。し
かし運用がスタートすると必要な情報が見つけられない問題
が発生する。担当部門や情報企画室にも「どこにアクセスす
れば良いのか」と問い合わせが届き、その対応は日常的だっ
たと岡﨑鉄夫氏は振り返る。

効果 :情報検索が1/4まで改善

「動線を強化したい」と社内からの声が上がっていた時、
ディスカバリーズのセミナーで InSite を見て「イメージにと
ても近い」と評価。必要な情報へナビゲートするクイックナ
ビや、スライサーでコンテンツへ誘導するローテーションバ
ナーは、ビジュアルでわかりやすく「目から共有することが
できる」を有効性が評価された。

InSite の導入に合わせて社内サイトの情報も改めて整理した
結果、業務に支障すらあった社内からの問い合わせ件数は皆
無となり、効果が顕著に表れた。

岡﨑 鉄夫 氏
経営戦略部 情報企画グループ

「活用の幅が広げるためには『どこに何が
あるかがわかる』に尽きると思います。整
理された情報をビジュアルで直感的に理解
できることは、利用者へメリットを訴求し
ていることの１つです」
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導入事例

従業員規模
10,000名以上

業種
ホテル

InSite 選定理由
業務の“効率化”と“見える化”を実現したい

背景

東横インは、「清潔・安心・値ごろ感」のある宿泊提供を行
うことで、お客様の支持を得て成長を続けて来ました。 東横
インでは、業務の“効率化”と“見える化”を目指してクラウドを
採用し、Office 365 の SharePoint Online の活用を決定しま
すが、 1 つ課題がありました。

それが“ SharePoint Online の自由度が高すぎて、初心者には
ハードルが高い”ということでした。日本マイクロソフトに相
談したところ、パートナーとしてディスカバリーズが推薦さ
れます。

効果 :  社内ポータルで毎月600件超の FAX もゼロに

ディスカバリーズには導入後の活用を支援するサポート体制
が整っていたのも、パートナーとして選定された要因でした。
「Discoveries InSite 」と「導入支援コンサルティング」を利
用して、プロジェクト開始から半年後の2016 年 4 月からには
「T-net」と名付けられた社内ポータルの運用を開始しました。

FAXで運用されていた業務も「T-net」の活用で円滑になり、
毎月 600 ～ 700 件ものFAXがすべて電子化される効果も確認
されました。さらに、これまではDVDで各店に配布していた
トレーニングやマニュアルなどの映像コンテンツをT-net上に
掲載することで、再生回数を把握できるようになりました。

熊澤 加代子 氏
東横INN豊橋駅東口

東横INN三河安城駅新幹線南口 支配人

「私たちが目指すべき社内ポータルの姿を
明確にする作業や、ワークフローの整備な
どは特に、ディスカバリーズさんの知見を
借りることで、予想しなかったほどスムー
ズに完了しました」

株式会社東横イン 様
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導入事例 株式会社TMJ 様

従業員規模
500-1,000名

業種
サービス業

InSite 選定理由
他社のベストプラクティスを採用したい

背景

株式会社TMJは1992年、ベネッセコーポレーションのインハ
ウスコールセンターが独立分社化し、それまでに培ってきた
ダイレクト マーケティングセンターの運営能力を様々な分野
に向けて事業化する形で誕生する。

当時の情報共有環境を刷新し、あちこちに散らばっていた情
報を統合的に管理して見つけやすくし、働く場所や組織を超
えた社内のシームレスな情報連携を加速させ会社としての競
争力を高めていくことを目的に、Office 365、特に
SharePoint Online を活用することが決まる。しかし、新たな
情報共有環境をどういう形に作るのかを社内で決議すること
が難航し、さらにその体制の在り⽅が課題となる。

効果 : シームレスな情報共有で競争力を高める

新しい環境を構築するのであれば他社のベストプラクティス
を採用したいという思いから、導入・構築のパートナーとし
て豊富な経験と実績を持ち、現場を良く知るディスカバリー
ズに白羽の矢が立ちました。

社内ポータルサイトは固有の要件を実装するためにディスカ
バリーズのコンサルティングを受けて独自のサイトを構築。
文書管理とプロジェクト管理は Discoveries InSite を採用す
ることで期間とコストを圧縮した。

許 光秀 氏
事業推進本部 基盤構築部

部長

「導入するのであれば他社のベストプラク
ティスを採用したいと考えていましたが、
社内のメンバーがゼロから情報収集するの
にも時間がかかってしまうことが悩みでし
た。その中でディスカバリーズからは他社
での経験や事例から『こうした方が良いの
では』と言う“あるべき姿”の提案があった
ことが助かりました。」
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導入事例 東京工科大学 様

業種
文教

InSite 選定理由
誰の目にも分かりやすいグラフィカルな職員ポータルを
構築したい

背景

東京工科大学の情報共有基盤には Microsoft Office 365が採用
されており、職員が情報共有するためのポータルサイトとし
て Office 365 の中に含まれるSharePoint Onlineで構築するこ
とが計画されました。

ポータルサイトでもEUCを可能にするためには、誰にとって
も分かりやすい、操作しやすいサイトにすることが重要です。
しかし SharePointのシンプルな画面を、誰の目にも分かりや
すいグラフィカルなサイトへとカスタマイズするには、ハイ
レベルなスキルが必要とされたのです。

この課題を解決するために導入されたのが InSite でした。

効果 : EUC の実現に向けた「最後の障壁」を、InSite でクリア

東京工科大学とディスカバリーズは対話を重ねながら、職員
ポータルとしてもっとも適した形に InSite をカスタマイズし
て、予算管理や出講管理などの機能や情報を分かりやすく配
置したサイトを構築しました。

InSite は短期間での構築が可能なため、2013年冬に最初のヒ
アリングがあってから翌年4月のサービスインに無理なく間に
合わせることができました。

導入後は、新たな機能を職員自身の手で追加して活用してい
くことが容易なため、将来に渡って安心して活用できると評
価されています。

「やはりプロフェッショナルの力を借りて構築する
のが一番です。その上で、実際の業務に沿ったフロ
ントエンドの部分は、自分たちで容易にカスタマイ
ズできる仕組みが理想的です。その点では InSite の
存在は非常に有効だったと思います」

田胡和哉 教授
メディアセンター長

コンピュータサイエンス学部
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料金プラン
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ご契約について
• InSite ポータル、ヘルプデスク、文書管理を複数お申込みいただくと2製品目以降の月額基本料金が半額になります。

InSite 文書管理について
• SharePoint クラシックUI対応の「InSite 文書管理」は2018年12月末日に販売終了を予定しています。同時期に新バージョンとなる

SharePoint モダンUI対応した製品をご提供予定です。
• クラシックUI対応の「InSite 文書管理」を導入いただく場合は、新バージョンリリース時にモダンUI対応製品に移行いただけます。

基本料金 月額 24,800円 ＋

人数課金 年額 600円 ×ユーザー数

一括料金 400,000円

✔

✔

✔

✔

✔

製品 モダンUI対応 クラシックUI対応

InSite ポータル

InSite ヘルプデスク

InSite オプション

InSite 文書管理 (※)

InSite プロジェクト管理

月額課金 10,000円

シュミレーション ①
従業員が100名で InSite ポータルを
導入する場合

シュミレーション ②
従業員が300名で InSite ポータルと
InSite ヘルプデスクを導入する場合

シュミレーション ③
従業員が1,500名で InSite ポータルを
導入する場合

基本料金 月額 24,800 円

人数課金 年間 600 円 ×
ユーザー数 100 名

月額 29,800 円
(1名あたり 298 円)

基本料金 月額 37,200 円

人数課金 年間 1200 円 ×
ユーザー数 300 名

月額 67,200 円
(1名あたり 224 円)

基本料金 月額 24,800 円

人数課金 年間 600 円 ×
ユーザー数 1,500 名

月額 99,800 円
(1名あたり 67 円)



システム要件とサポート体制

専門スキルを有したヘルプデスクが
メールにてサポートいたします。
(平日 9:00 ～ 17：00 )

InSite 管理者向けサイトからも
お問い合わせを送信いただけます。

無償カスタマーサポートシステム要件

InSite 利用者向けサイト

⚫ SharePoint Online
要件は SharePoint Online に準拠

⚫ Exchange Online
設備予約/伝言メモ機能を利用する場合は必要
要件は Exchange Online に準拠

InSite 管理者向けサイト

⚫ サポートブラウザ
Windows 版 Microsoft Edge 最新バージョン、
もしくは
Windows 版 Google Chrome 最新バージョン

⚫ ディスプレイサイズ
1366×768ピクセル以上（推奨）

アカウント要件

⚫ AzureADサービス管理者権限
⚫ SharePoint Onlineの管理者権限
⚫ SharePointサイトコレクションの管理者権限

InSite の使い⽅や技術的な質問は▶ ▶ ▶

InSite 製品の不具合▶ ▶ ▶

Office 365、SharePoint のサービスパックもし
くはバージョンアップによる InSite の不具合に
ついては、弊社ホームページにて対処⽅法を告
知させていただきます。その後、ご登録 Eメー
ル宛に適宜ご案内いたします。
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アフターサービス

構築した社内ポータルを、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、「技術面」だけでなく

「コンテンツ」や「コミュニケーション」までトータルサポートいたします

分析・施策立案

課題の整理から活用促進の施策を支援します

定例会議

隔週でお客様先での会議を行います

担当者のアサイン

御社担当をアサインしてお客様を継続的に支援します

アイコン/バナー制作

デザインナーがサイトに実装する図版の制作を行います

ページ/リスト制作

SharePoint の標準機能を利用して代理で制作します

技術 Q&A、サポート

SharePoint/ InSite の技術的な質問に対応します

技術 Q&A、サポート

Office 365 / Intune の技術的な質問に対応します

テクニカルメールマガジン

Office 365 / Intune 活用メールマガジンを配信します

活用支援コンサルティングポータル運用サービステクニカルサポート

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

お客様のご要望に基づいてお見積りします

✔
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ディスカバリーズ 会社概要

※ 2017 年 06 月現在

会社名

ディスカバリーズ株式会社

業種

マーケティング・サービス

設立

2009 年 4 月

事業

• エンタープライズ向けパッケージ製品の開発/販売

• 情報共有基盤の導入/活用コンサルティングとサービス

• デジタルマーケティングのコンサルティングとサービス

URL

www.discoveries.co.jp

オフィス

本社：東京都港区高輪3-19-26 SOC高輪ビル4F

社員数

30 名
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InSite に含まれるengauge.works essentials と
engauge.worksの機能比較表
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カテゴリ 機能(＊は管理機能) 搭載予定
engauge.works essentials
InSiteご契約企業

engauge.works 
エンゲージご契約企業

タイムライン 記事を投稿する 〇 〇
クリップして後で読む 〇 〇
未既読を識別する 〇 〇
一緒に働く仲間にシェアする 〇 〇
記事をメールで送る 〇 〇
ニュースをカテゴリ分けする 〇 〇
ニュースにタグ付けをする 〇 〇
記事にいいねする 〇 〇
記事にコメントする ✓ 〇 〇
配信対象を絞って、記事を配信する ー 〇
人工知能で、各従業員に適した情報を配信する ✓ ー 〇
＊CSVインポートでユーザー登録 〇 〇
＊Office 365 アカウントでサインイン 〇 〇
＊サインアップ(読者登録)する ✓ ー 〇

マイレージ マイレージが貯まる ー 〇
情報活用度に応じたステージ表示 ー 〇
情報活用アクションをヒストリー表示 ✓ ー 〇
UIを更新する ✓ ー 〇
貯まったマイレージを活用できる ✓ ー 〇
＊UIを更新する ✓ ー 〇
＊情報活用アクションをヒストリー表示 ✓ ー 〇

ピープル 組織の階層を表示する 〇 〇
お気に入りに登録する 〇 〇
複数の組織アドレスを表示する 〇 〇
フリーワード検索、プロパティ指定の高度な検索をする 〇 〇
＊CSVインポートでユーザー登録する 〇 〇
＊Office 365 ユーザーをインポート・登録する ー 〇
＊バッチを実行する ー 〇

レポート トレンド分析で利用傾向を確認する 〇 〇
アクティビティログで数値を計測する 〇 〇
ユーザー毎の活用数値を確認する 〇 〇

イベント イベントを投稿 ✓ ー 〇
イベントへ招待 ✓ ー 〇

その他 スマホアプリで利用する 〇 〇
プロファイルを編集する 〇 〇
＊ログを閲覧する ✓ 〇 〇
＊API連携 ✓ ー 〇
＊フェデレーション認証 ✓ ー 〇
＊高度なログ分析をする ✓ ー 〇
＊閲覧時のIPアドレス制御 ー 〇


