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ハイブリッドワークの生産性を高める

Discoveries InSite
製品概要資料
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会社概要 ディスカバリーズ株式会社

設立

2009 年 4 月

資本金

3293 万円

オフィス

東京都港区北青山2-14-4 the ARGYLE aoyama 6F

代表者

代表取締役社長 島田 祐一朗

従業員数

43名

事業

• 法人向けクラウドサービスの開発/販売

• 組織と情報マネジメントのコンサルティングサービス

※2021年7月現在

ミッション

働くすべての人たちがイノベーションをもたらす世界を。

受賞歴

マイクロソフト パートナー オブ ザ イヤー 2011

デジタルマーケティング コンピテンシー部門

Innovation Leaders Summit

TOP100 STARTUPS

ベストモチベーションアワード2019
リンク＆モチベーション チームアワード

セキュリティ

JIS Q 27001 : 2014 ( ISO / IEC 27001 : 2013年版 )

パートナーシップ

マイクロソフト ゴールド パートナー

the ARGYLE ©︎WeWork
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イノベーション（新しい価値）は、コミュニケーションやコラボレーションにより異質なもの同士が組み合わさる

中で生まれます。そんな、ワクワクしながら働く人たちを増やすことをディスカバリーズは目指しています。

組織のDX （デジタル・トランスフォーメーション）を進め、多様化する従業員一人ひとりに最適なナレッジ

や、経験を持つ人を結びつけることで、高い生産性によるビジネスのスピードと、世の中にない新しい価値

の創出を支援します

働くすべての人たちがイノベーションをもたらす世界を。

ディスカバリーズ エクスペリエンス プラットフォーム
Discoveries Experience Platform
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・ペーパーレス

・クラウド

・IoT

・ビックデータ

・コミュニケーション

・オートメーション

・プロセス

・可視化

・コラボレーション

・意味付け

・シェア

・分析/洞察

・ソーシャル

・賛同

・貢献

・人材分析

・サービスデザイン

・ソリューション

・プロジェクト化

・多角分析

・コラボレーティブアプリ

・ワークフロー

・ビックデータ

・AI / アルゴリズム

・RPA / マイニング

・CRM / SFA / MA

・BI / DWH

・社内ポータル

・ファイル共有

・社内ブログ

・デジタル社内報

・社内SNS

・360度評価

・タレントマネジメント

・プロジェクト管理

・成果物管理

・市場モメンタム

GDP 生産性 エンゲージメント アイデア プロジェクト

5. 創造化

イノベーション

4. 熟成化

アイディエーション

3. 共有化

コンテキスト

2. 効率化

プロダクティビティ

1. デジタル化

デジタライゼーション

ステップ

取り組みと要素

ソリューション領域

測定指標

ディスカバリーズの

アプローチ

ディスカバリーズの考える DX への5つのステップ

データの蓄積 データの活用 ビジネスモデル創出
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従業員

ビックデータ

行動履歴

社員情報

コラボレーション

コンテンツ

あらゆるタッチポイントで従業員に優れたエクスペリエンスを提供・管理・最適化
従業員の属性データに加え行動データを収集し、従業員が必要としていること理解した上で、従業員体験を設計、一人ひとりとの関係を築くことのできるプラットフォーム

従業員一人ひとりに関心の高い

社内のニュースやイベント情報を提供
Roll Out

参加や視聴など行動履歴に基づいた

情報提供で次のステップに導く
Journey

スキルタグや関心タグなど

属性データで従業員をセグメント化
Segment

数値化された反応から

一人ひとりを理解して体験を再設計
Analytics
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Discoveries InSite の位置付け

再生ボタンから動画が観れない時は ▸ https://youtu.be/7zSLc1WdRrQ

DXのステップ1(デジタル化) から、ステップ2(生産性向上)の道のりを、最小の手間とコストで登るのに役立つのがInSite です。

DXを見据えた次世代社内ポータルのフレームワークで組織の生産性を高めます。

もう探さない。

必要な情報が見つかります

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

https://youtu.be/7zSLc1WdRrQ
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Microsoft 365 / SharePoint と連携する 「Discoveries InSite」は、社内ポータルを作成/運用/管理する

クラウドサービスです。必要な情報が見つかるようデザインされたポータルは、テレワークでも生産性を高めます。

Discoveries InSite とは

Microsoft 365 を活用

して生産性を上げたい

社内サイトを作成するための

専門知識がない

グループ会社と

情報共有を強化したい

テレワークでナレッジを

蓄積する場所がない

• 大企業向けに設計/デザインされたサイトで組織間の情報共有が進む

• 専門知識がなくても、簡単にサイトが作成/運用/管理できる

• Teams に追加したチャットボットが、社員の質問に自動回答してくれる

早い！簡単！

便利！

社内ポータルに求められるサイト・要件の殆どを網羅

支社ポータル /

部門ポータル

取り組みサイト

関連会社会社

ポータルランディング

ページ
ヘルプデスク文書管理

会社ポータル

ネットワークレポート
希望のサイト・フレームワークを

選んで設定するだけ
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04.ヘルプデスク

InSite フレームワークの種類

01. ポータル

チームのファイルを一元管理

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スピー

ド作成して運用できます。

02.ランディングページ 03.文書管理

チーム自ら情報発信

「働き方改革推進チームに新メン

バーを募集したい」「研修カリキュラム

を周知して、参加を促したい」など、

プロジェクトや部門横断チーム主体

で情報発信。「応募する」「ビデオを

見る」といったCTA(行動喚起)ボタン

付きのページを作成し、アクセスやク

リックの傾向を把握しながら運用で
きます。

社内情報の一元化で効率アップ

「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。

スマホ対応の社内ポータルをスピード

で作成・運用。自社テンプレートとし

て登録・複製も出来ます。

質問にボットで自動回答

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

簡単にで作成できます。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。
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01. 社内情報の一元化でスピード収集

「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。
スマホ対応の社内ポータルをスピードで作成・運用。自社テンプレートとして登録・複製も出来ます。

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。

ニュースをタイムラインで表示、

クリック数でバナーやアイコンを

管理など、豊富な機能で活用

されるポータルに。

自社テンプレートを展開すれ

ば現場部門に権限委譲しや

すく、運用コストを軽減しま

す。

経営や現場の「イマ」を共有。

リモートワーク中でも成果が

共有しやすく、一緒に働く仲

間同士をつなげます。*

追加サービス

* Discoveries engaugeを別途契約する必要があります。
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02. チーム自ら情報発信

「働き方改革推進チームに新メンバーを募集したい」「研修カリキュラムを周知して、参加を促したい」など、

プロジェクトや部門横断チーム主体で情報発信。「応募する」「ビデオを見る」といったCTA(行動喚起)ボタ
ン付きのページを作成し、アクセスやクリックの傾向を把握しながら運用できます。

デザイン性と訴求力があるラ

ンディングページを、誰でも簡

単にスピード作成して目的の

アクションに誘導します。

チーム自らサイトを公開して

発信するようになり、情報共

有が進みます。社内での

Microsoft 365、InSiteの活

用が組織全体に広がります。

アクションまでのコンバージョン

を計測できるため、改善の対

策が打てます。
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03. チームのファイルを一元管理

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からない…。

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スピード作成して運用できます。

検索ボックスに検索のヒントを

表示させて、使い始めたばか

りのユーザーでも利用しやすく

情報が素早く見つけられます。

モダンUIに対応した階層Web

パーツからは、ファイルサーバー

同様のツリー構造で素早く情

報を見つけられます。

ライブラリは複数設定できま

す。全社共通、案件、規定

など、ライブラリを分ければ素

早く情報を見つけられます。

用語セット(プロパティ)を付与

して、ライブラリやフォルダーを

横断したサイトコレクション全

体の文書検索も可能。
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04. 質問にボットで自動回答

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

簡単にで作成できます。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。

ボット搭載社内ヘルプデスクサ

イトは15分で出来上がります。

自社用FAQをインポートして公

開できます。

よくある質問をQ&A形式で保

存すれば、後はチャットボットが

自動回答してくれます。

AIが保存されたQ＆Aを学習し、

ユーザーの質問に対して、

いくつか質問候補を掲示します。
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お申込みから、InSite を利用して社内サイトを公開するまでしっかりサポートします。

InSite 導入ステップ

①ご提案
● InSiteご紹介

●導入の流れ

●導入費用

●トライアル事前確認

②トライアル申込
● InSiteご紹介

●導入の流れ

●導入費用

③設定情報連絡
●設定手順

●フォローアップ

④設定
●設定手順

⑤トライアルキックオフ
●トライアル内容確認

●トライアル期間確認

●フォロー内容ご説明

●トレーニング

⑥トライアル
●トライアル

●採用判断

⑦フォローアップ
● QAサポート

⑨決裁
●決裁

●ご発注

⑧御見積
●御見積提示

●販売店紹介

⑩導入キックオフ
●導入の流れ

●設定内容確認

⑪導入
●設定 ●初期データ登録

●プロモーション

⑫フォローアップ
●トレーニング ●QAサポート

⑬本番リリース

⑭カスタマーサクセス
●製品サポート ●活用支援

トライアル
1か月

導入
約1-2カ月

申し込み
約1-2週間

ご契約
約2-4週間
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ディスカバリーズを選ぶ理由

コンサルティグ＆クラウド 導入企業総社員数 100万人以上、顧客満足度 93% の実績
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5. 創造化
イノベーション

4. 熟成化

アイディエーション

3. 共有化
コンテキスト

2. 効率化
プロダクティビティ

1. デジタル化
デジタライゼーション

ディスカバリーズの考える DX への5つのステップ

InSite を活用したDX推進事例 01

業務効率化・効果の見える化を目指した社内ポータル。

毎月600件超の FAX もゼロに

東横インでは、業務の「効率化」と「見える化」を目指して Microsoft 365 の

導入を決定。しかし課題となったのが 「SharePoint Online の自由度が高

すぎて、初心者にはハードルが高い」ことでした。

これを解決するため InSite を採用。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たことに加え、これまではDVDで各店に

配布していたトレーニング等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。

https://discoveries.co.jp/case/toyoko-inn/
豊橋駅東横INN 三河安城駅新幹線南口

支配人 熊澤 加代子 氏

「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。InSite は SharePoint の標準機

能に準じているため、メンテナンスも容易です。今では簡単な改修であればディスカバリーズさんの手を借りる

ことなく、実施できるようになっています」

https://discoveries.co.jp/case/toyoko-inn/
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InSite を活用したDX推進事例 02

人員拡大に伴い情報共有体制を変革！

主担当１名が兼任でプロジェクト成功に導く

山田コンサルティンググループでは、InSite の「ポータル」「ヘルプデスク」「文書

管理」の3製品を採用。サイト構築の大半を、総務・人事部 泉氏がほぼ一

人で、しかも主業務と兼任しながら行いました。

コンサルタントたちは外出が多く、お客様先から直帰することも日常的なため、

スマホからポータルにアクセスして社内情報を確認しています。InSite はスマホ

やタブレットでアクセスしても画面が最適化されるため、非常に見やすく好評。

利用率も高く、InSite導入はとても効果的だったと評価されています。InSite

によってポータルが整備されたことで、働き方を変える可能性が大きく広がって

います。

https://discoveries.co.jp/case/yamada/
管理本部 総務・人事部

泉沙由里氏 中島正太氏

「SharePointを使った構築は専門知識がないとハードルが高く、外注すると費用が高額に。InSiteなら、大

幅にその費用を抑えることができますし、私たちの「時間」も有効に使いながら内製作業を進めることができ

ます。」

5. 創造化
イノベーション

4. 熟成化

アイディエーション

3. 共有化
コンテキスト

2. 効率化
プロダクティビティ

1. デジタル化
デジタライゼーション

ディスカバリーズの考える DX への5つのステップ

https://discoveries.co.jp/case/yamada/
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5. 創造化
イノベーション

4. 熟成化

アイディエーション

3. 共有化
コンテキスト

2. 効率化
プロダクティビティ

1. デジタル化
デジタライゼーション

ディスカバリーズの考える DX への5つのステップ

InSite を活用したDX推進事例 03

少ないコストと労力で

「フルに活用できる」ポータルサイトに変貌

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ました。

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。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短期間で構築しました。

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。

https://discoveries.co.jp/case/tut/
メディアセンター長 コンピュータサイエンス学部

田胡和哉 教授

「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」

https://discoveries.co.jp/case/tut/
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5. 創造化
イノベーション

4. 熟成化

アイディエーション

3. 共有化
コンテキスト

2. 効率化
プロダクティビティ

1. デジタル化
デジタライゼーション

ディスカバリーズの考える DX への5つのステップ

InSite を活用したDX推進事例 04

InSite ポータルを活用して

情報検索が1/4まで改善

美容化粧品をサロンに販売する国内シェアNo.1のミルボンは、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

共有を効率化するためノーツから Office365 へ移行。自社でSharePoint の

サイト構築や移行をしますが、情報検索性が課題に。「どこにアクセスすれば

良いのか」との問い合わせが殺到します。

そんな時、セミナーで InSite を知り、導入が決定されます。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

れています。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、

効果が顕著に表れています。

https://discoveries.co.jp/case/milbon/経営戦略部 情報企画グループ 情報企画室

岡﨑 鉄夫 氏

「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」

https://discoveries.co.jp/case/milbon/
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ディスカバリーズの考える DX への5つのステップ

InSite を活用したDX推進事例 05

情報共有のPDCAを回し、

社内に価値あるサービスを提供

組織変更に伴い、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

やすくするため情報共有環境を刷新するため、SharePoint Online を採用。

しかし、新たな情報共有環境の形がまとまらず難航します。

他社のベストプラクティスを採用するために、導入・構築に豊富な経験と実績

を持つ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、コンサルティングを受けな

がら独自のサイトを構築。文書管理サイトは InSite を採用することで期間と

コストの削減に成功しました。

https://discoveries.co.jp/case/tmj/
事業推進本部 基盤構築部

部長 許 光秀 氏

「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。」

https://discoveries.co.jp/case/tmj/
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社内コミュニケーション活性化と、

共創環境の構築に成功

国内6か所に拠点を構えているJFEコムサービスは、クライアント先に常駐する

従業員も多く、全社員の一体感の醸成が課題でした。

社内コミュニケーション活性化に向けて全社員を巻き込んだ協議を重ねた結

果、社内情報共有環境をMicrosoft 365に統合して社内ポータルを刷新す

ることを決定。

総務部が中心となった「ポータル刷新委員会」で複数のサービスを比較検討

した結果、社内ポータルサイトに必要な機能がすべてパッケージされた InSite 

の利用を決定。委員会設置から６か月後の2019年11月に新しいポータル

サイト「コムサPortal」を公開して運用を開始しています。

https://discoveries.co.jp/case/JFE/

5. 創造化
イノベーション

4. 熟成化

アイディエーション

3. 共有化
コンテキスト

2. 効率化
プロダクティビティ

1. デジタル化
デジタライゼーション

ディスカバリーズの考える DX への5つのステップ

InSite を活用したDX推進事例 06

総務部 総務グループ

大野 修一氏

「まず目を引いたのが、グラフィカルな見た目です。それにInSiteに含まれているDiscoveries engauge を活

用することで、双方向の情報発信と、きめ細かな社員プロフィールを公開できることが分かりました。価格設

定も魅力的で、3社のサービスを比較検討したのですが、InSiteが頭ひとつ抜き出た印象がありました。」

http://discoveries.co.jp/case/JFE/
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InSite 料金プラン

⚫ 無償オンボーディングで、スムーズな導入をサポートします。

⚫ 年契約一括払いとなります。

⚫ 表記された価格は全て税抜きとなります。

⚫ 1,000名以上の場合は別途お見積りします。

⚫ デジタル社内報/社内SNSをポータルに追加する場合はDiscoveries engaugeのご契約が必要です。

⚫ フレームワーク(ポータル・ランディングページ・文書管理・へルプデスク)を単体でご契約いただくことは出来ません。

ポータル
ランディング
ページ

ランディング
ページ

ポータル 文書管理 ヘルプデスク
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活用に向けたコンサルティング
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ディスカバリーズの強み

製品のみならず、ノウハウを持つスペシャリストが伴走

Discoveries 

Cloud Service
Discoveries 

Consulting Service
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お申し込み方法とシステム要件

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

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

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）

お申込み後30日間無料でご利用いただけます。

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

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

サイト分析

ポータル

Meet Up

ワークタイム

ワークロード

ネットワーク

社内情報

社内文書

社内FAQ

サービスの利用傾向

働き方

従業員のエンゲージメント

DXの成熟度

従業員

エクスペリエンス

ランディング

文書管理 ヘルプデスク

従業員情報

仕事の成果

知識

仕事の成果
働き方の詳細分析

従業員体験の強化

ポータル活用

ペーパーレス/

文書整理

ディスカバリーズのサービスラインナップ

DXコンサルティングサービス

業務の

自動化

コンテンツ制作

動画制作

コミュニティ運営支援

DX 戦略策定

カスタマーサクセス

トレーニング/

ワークショップ
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よくある質問

InSite でサイト作成後に SharePoint の Web パーツを追加表示することができますか？

はい。 サイト公開後に、サイトの編集をすることで追加することができます。

自社オリジナルの組織テンプレートを InSite に追加できますか？

はい。InSite全体管理者の権限を保有しているユーザーは、自社オリジナルの組織テンプレートを

InSiteに追加することができます。

ポータルのみ、又はランディングのみを単体で契約することはできますか？

いいえ。フレームワークを単体でご契約いただくことは出来ません。スタンダードかプロフェッショナルのいずれか

のプランを選択してください。スタンダードにはポータルとランディングページが含まれ、プロフェッショナルにはポー

タルとランディングページに加えて文書管理とヘルプデスクが含まれます。特別なご要望がある場合は弊社

営業までお気軽にご相談ください。

エンゲージ エッセンシャルズを利用していますが、引き続き利用できますか？

エンゲージ エッセンシャルズは2022年1月時点でDiscoveries engaugeと名称を改め、新プランに切り替わ

りました。今後、エンゲージ エッセンシャルズの提供を終了させていただきます。

Discoveries engaugeでは「People」「Story」「MeetUp」の3つのアプリを提供し、社内のコミュニケーション

とコラボレーションを促進します。Discoveries InSite との連携可能ですので、詳しくは弊社営業までお問い

合わせください。

InSite ポータルのみを契約して、タイムラインWebパーツ(エンゲージエッセンシャルズ)は利用していませんで

した。エンゲージ製品版の追加契約が必要ですか？

いいえ。 InSiteポータル利用企業様は、 「InSiteスタンダード」へアップグレードしてサービスを提供させていた

だきます。 「InSiteスタンダード」ではエンゲージを利用したタイムラインWebパーツが表示できなくなり、代わり

にSharePoint標準のニュースWebパーツが表示できます。今後もタイムラインWebパーツが不要である場合

はエンゲージ製品版をご契約いただく必要はありません。

InSite にエンゲージを追加しない場合、ポータルはどのようなレイアウトになりますか？

エンゲージを追加しない場合は、 SharePoint標準のニュースWebパーツが表示できます。
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よくある質問

ランディングページ作成後同じサイト内にランディングページを増やすことはできますか？

いいえ。InSiteから作成・管理できるランディングページは1サイトコレクションに1サイトとなります。

ランディングページを増やす場合は別サイトコレクションとして新規に作成してください。

ランディングページのコンバージョン結果をダウンロードできますか？

はい。各レポートのハンバーガーメニューから「CSVをダウンロード」を選択いただくことでPVやCTAボタン

クリック数などをCSVファイル形式でダウンロードすることができます。

ランディングページ以外のフレームワークのレポートはどうやって確認できますか？

現在、ランディングページのみ分析レポートを提供しております。その他のフレームワークにつきましては

今後の機能を拡張していく予定です。

ランディングページのボタンの色やサイズは変更できませんか？

いいえ。現状ボタンの色・サイズを変更する機能はありません。今後対応していく予定です。

ランディングページに複数のボタンを設置し、それぞれのコンバージョンを確認できますか？

いいえ。CTAボタンは1ページ1ボタンのみ配置することができます。

※SharePoint側で編集することで追加はできますが、個別に分析することはできません
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