
エンゲージメント経営に導くクラウドサービス

ディスカバリーズ エンゲージのご紹介
© Discoveries, Inc.



社員のエンゲージメント低下が課題に

出典 テレワークで会社の方向性を伝えにくくなったが8割。社員のエンゲージメント低下を実感 2020年11月月刊総務
「The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes」 ギャラップ社

会社と社員とのつながりに
課題を感じている

79.1％

会社の方向性を伝えにくく
なったことで社員のエンゲージ

メントが低下している

95.7%
会社の方向性を

社員に伝えにくくなった

84.2%
社員同士で顔を合わせる機
会が減ったことがモチベーショ

ンに影響している

82.6%

エンゲージメント経営とは、組織と従業員との信頼関係を高めて業績を向上させる経営のことです。
エンゲージメントスコアの上位25％の会社は、下位25％と比較しても高業績であることがわかっています

生産性
+17%

売上高
+20%

利益率
+21%

品質の欠陥
-41%

欠勤率
-37%
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ディスカバリーズ・エンゲージとは
ディスカバリーズ・エンゲージは、クラウドベースの従業員エクスペリエンス管理 (EXM) プラットフォームです。
一人ひとりにパーソナライズした発信で、従業員との関係を築きます。どこにいても、自分に必要なヒトやストーリー、社内イベント
が届き、生産性やエンゲージメントが高まります。経営・人事・総務など管理部門の企画をカタチにするサービスです。

• 成果や取り組みを誰でも簡単に投稿。
閲覧や反応がわかるのモチベーションが上がる

• 属性に応じて配信されるので、
情報過多から開放され効率よく情報収集

• 製品説明会、研修や発表など誰でも
簡単にイベントを作成・管理

• 自分に必要な研修やイベントに招待
される

• プロフィールはセルフメンテナンスなので
常に最新の人財DBになる

• 組織階層から社員を探せてメールや
電話などすぐに連絡できる

私に必要な
情報やサービスがある

私のことを
理解してくれている

会社の方針や、
周囲の状況が分からない

会議以外で人と話す機会
がなく、雑談もできない

刺激が少なくアイデアや
企画が減ってしまった

新入社員を知らない、
誰に相談していいか不明
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プロフィールを公開

従業員の情報を組織で共有

スキルや資格などの基本情報だけでなく、趣味、特技などの
プライベートな情報まで自分で登録して、組織で共有するため、
仕事だけでは見えなかった素顔が見えて親近感が生まれます。

検索しやすく、プロジェクトメンバーとして最適な従業員を見つけ
やすくなります。相談すべき人・連携すべき人、サークルに誘い
たい従業員まで、様々な キーワードですぐに探せます。

01. Powered by People
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ナレッジの探索

言語化された経験にアイデアを重ねる

経営理念や各部門の取り組みに対して、いいねやコメントで
リアクションがわかるため、共通認識（コンテキスト）が高ま
り組織の一体感が生まれます。みんなとアイデアを重ねれば
企画や思考が整理され、ビジネスの創出につながります。

経験した成功や失敗のストーリーは価値になります。絞り込
み配信で公開範囲を選べるので、誰でも安心して発信でき
ます。みんなの知識と経験の蓄積された集合知から、一人
ひとりに最適な情報を届けます。

02. Powered by Story
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社内ネットワークを広げる

社内イベントで交流が活性化する03.

知識を言語化 して伝える研修や勉強会、全員で ビジョンや方
向性 を確認するキックオフミーティングなど、社内イベントをカテゴリ
や検索から見つけて参加できます。研修の受講履歴も自己管理
でき ナレッジ活用が進みます。

簡単にイベント公開でき、参加申し込みまでの煩雑になりがち
な業務を効率化 。過去の研修参加履歴や、プロフィールにあ
るスキルや資格、趣味からも、案内対象を絞り込み、社員一
人ひとりのニーズや興味にあったイベント を届けます。

Powered by MeetUp
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01
ジャーニーを設計する
施策の目的・目標を設定して、業務プロセスを定義
します。ファースト・コンタクトからのアクション＆トリ
ガーなどコミュニケーション・デザインを計画します

04
フォローアップする
出席・欠席はリアルタイムにレポートで確認で
き、そのままCSVでエクスポートできるので、研
修の分析や報告書もすぐに作成

05
自動的に次の研修を招待
特定の研修に参加した人に限定して新たな研修を案内す
る場合、もうリストを作成したり個別にメールすることはありま
せん。Meet Up で特定のイベントに参加した履歴のある人
に限定してイベントを集客します

03
参加する
会議室やTeams、Zoom などオンラインでの開催にも
対応。会議室とオンラインのハイブリッドでもOKなの
で、どこにいてもイベントに参加できます

ユースケース｜研修のエンプロイ・ジャーニー

© Discoveries, Inc. 7
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アナウンス開始
研修の案内を Meet Up に投稿。
全社公開でも営業限定など対象を
選択するだけで集客開始。



変化前の組織の状況
社員人数が増加する時期で、ビジョン浸透やオフィス環境の充実、連帯感が課題となっていました。リモー
トワークなど働き方や価値観の多様性が増す中で、バックオフィス機能として従業員の意見に耳を傾け、
対応していく必要がありました。

取り組み
明文化されてなかった事柄をガイドラインや記事にしてディスカバリーズ・エンゲージで配信し、閲覧やいい
ね！などのアクションを確認しながら、情報の可視化を進めました。また従業員が集うMeet Up を企画し
て、ディスカバリーズ・エンゲージで事前周知から事後レポートを発信。オフラインとオンラインを連携した企画
は組織の一体感を生むことにも貢献して、企画する部門のモチベーションも高まりました。

改善効果
目に見えない「社員と社員」や「社員と情報」の関係性を良好にしたことで社員からの問い合わせの「量」
と「質」が変化し、グループ内の業務推進が図られ、組織のバックアップ機能の強化につながり、結果的に
グループのエンゲージメントスコアが大きく改善しました。

ディスカバリーズ株式会社
バックオフィス部門のエンゲージメントが56.5 から 83.2 ポイントに飛躍的に改善

導入事例

株式会社リンク＆モチベーション 主催
モチベーション チーム アワード 2019 を受賞

3万件を超えるノミネートの中から選出されました
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変化前の組織の状況
社員数250名ながら国内6か所に拠点を構える上に常駐エンジニアもいるため、全社員の一体感の醸成
は重要な課題の一つ。経営層と若手社員を含む全社員で社内コミュニケーションのあり方についてディス
カッションが重ねられました。
取り組み
集められた意見を基に2019年6月、今までにはなかった“社内ポータル”の構築・運用を目指すことに。ポー
タルに必要な機能がすべてパッケージされ、個別ニーズに合わせてカスタマイズできる「Discoveries InSite」
が選定されます。その InSite に含まれているディスカバリーズ・エンゲージ エッセンシャルズ(*1) の『タイムライン
(*2) 』と『ピープル』を活用して、ポータル上に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しました。
お客様の声

JFEコムサービス株式会社
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

導入事例

JFEコムサービス株式会社
JFE営業部流通グループ
保田杏子さん

社員の人となりといった、プライベートな情報までが「タイムライ
ン」上に発信されるのは、とても良かったと思います。会社の中に
は“仕事以外の話はしない”という空気もありますので、同じ部
署の方であっても「人柄」まで理解するには時間がかかります。そ
んな空気が変わってきたのを感じています。

JFEコムサービス株式会社
執行役員
山本福己さん

会社からのスムーズな情報提供だけでなく、社員からの発信が
気軽にできることは風通しの良い企業カルチャーを作る上でとて
も大切なことです。当社のような規模の会社で新たに仕組みを
作るのは大変ですが、InSiteはそれを実現してくれました。写真
やイラストを多用できるデザイン性も気に入っています。

タイムラインに投稿されたストーリー

*1 ディスカバリーズ・エンゲージ エッセンシャルズは現在販売を終了しており、ディスカバリーズ・エンゲージとしてご提供しています。
*2 「タイムライン」は名称が「ストーリー」に変更されました。 © Discoveries, Inc. 9



経営企画
 ビジョンの浸透
 業績の共有
 社員総会
 表彰イベント

事業開発

 事業企画の発表と評価
 事業連携でシナジーを高める
 関連会社のサービス勉強会
 新規事業キックオフ

コンプライアンス

 セキュリティルールの周知
 行動のプロセスを可視化
 社内体制の案内
 コンプライアンス研修

技術開発

 スキルやキャリアの検索
 技術ナレッジの検索
 プロジェクトの共有と相互理解
 研究や新製品の勉強会

人事

 スキルやキャリアの構築支援
 福利厚生の周知
 教育や研修の周知と受講
 従業員エンゲージメント

総務

 ガイドラインの周知
 リソース（テンプレート、
マニュアル他）の周知と利用

 プロセスの周知と徹底

営業

 業務日報の共有とコメント
 ベストプラクティスの共有
 売上目標や達成状況の共有

マーケティング/広報

 デジタル社内報
 マーケティングカレンダーの共有
 社内イベントの周知/集客と管理

サポート

 専門スキルの共有と検索
 業務日報の共有とコメント
 よくある問い合わせの共有

ディスカバリーズ・エンゲージでできる

エンゲージメント向上の取り組み

© Discoveries, Inc. 10



ディスカバリーズ・エンゲージ は30日間無料体験いただくことができます。

実際のディスカバリーズ・エンゲージの画面をご覧いただきながら使い方や機能を
デモンストレーションでご案内することもできますので、お気軽にお問い合わせください。

導入プラン

https://engauge.discoveries.co.jp

一人ひとりにパーソナライズした発信で、従業員との関係を築きます。経営・
人事・総務など管理部門の企画をカタチにするサービスです。

コンサルティング・サービス
構築した社内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くために、
技術的な課題だけでなく「コンテンツ」や「コミュニケーション」までトータルで
サポートします。

コミュニティ運営支援従業員体験の強化

 1,000名以上の場合は別途お見積りします
 年契約一括払いとなります
 価格は税別です
 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

オプション

© Discoveries, Inc. 11
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問い
合わせ

製品説
明＆デモ

トライアル
30日間
無料

PoC ご契約

オンボー
ディング

一次
展開

導入
効果

全社
展開

利用
定着

お客様の成功が私たちの成功です

導入後の流れ

© Discoveries, Inc. 13

導入までの流れ

導入したサービスの活用により目的を達成できるように、カスタマーサクセスマネージャーが一緒に伴走します



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
45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

※2022年1月現在

会社概要ディスカバリーズ株式会社

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
マイクロソフト チームズ パートナーアライアンス 2021

14
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©  Discoveries Inc. All rights reserved. Discoveries Inc. および、Discoveries InSite 、IntelliReport、Discoveries engauge 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および製品名は、各社の商
標または商標登録です。この資料の内容は2022年1月現在のものです。内容については予告なく変更する場合があります。
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ディスカバリーズ・エンゲージの機能
社員情報の管理 キーワードで社員検索 アドレス帳

ストーリーの投稿

セグメント配信 いいね・コメント クリップ

「ピープル」では組織階層で社員情報
を検索します。所属部署や入社日は
もちろん、キャリア歴やスキル・興味な
ど、幅広い情報を一元管理できます。
ユーザー毎に、よく連絡する社員を「お
気に入り」登録でき、それぞれが必要
な仲間を素早く探せます。

スキル・興味などの属性情報は社員
自身で登録など、編集権限を制御で
きます。属性をタグとして設定でき検
索しやすく、キーワードで相談相手を見
つけたり、特定スキルを持つ人材をリス
ト化できます。
属性情報は、選択式、タグ式、自由
入力形式をから選択できます。

アドレス帳を複数作成して、使い分け
ることができます。組織と、表示したい
ユーザーを設定でき、表示したい属性
情報もそれぞれ設定できます。
ディスカバリーズ・エンゲージのユーザ－
以外の連絡先を登録することも可能
です。

数クリックの操作で、初心者でも簡単に
デザインされた記事が投稿できます。
そのため、社員一人ひとりが積極的に情
報を発信するようになり、組織での情報
共有と活用が進みます。

社長メッセージは全社員に、製品勉強
会は営業部のみ…など、記事の配信
対象が選択できるため、一人ひとりに
本当に必要な情報だけ届けます。
社員は膨大な情報を追う必要がなく
なり、情報収集効率が上がります。

ストーリーの記事に、いいね・コメントが
できます。自分の投稿にコメントや「い
いね」が付けられると「通知」に表示さ
れます。コメント機能はオフに設定する
ことも可能です。

大事な情報を見逃さないために、後で読
み返したい記事をクリップします。記事を
整理できます。

Story

Story Story Story

People People People

© Discoveries, Inc.

スコアリング

ニュースを投稿、いいね・コメント、シェ
アなどの操作は、エンゲージポイントと
して蓄積、ポイントはエンゲージマイル
としてスコア化・ステータス分けされま
す。
社内情報共有やコラボレーションの
貢献度がスコアとして可視化できる
ようになり、社員のさらなる活用をモ
チベートできます。

People ストーリーの閲覧

組織横断的に社内の最新ニュースを閲
覧できます。
リアルタイムに配信されるストーリーによって、
会社との距離をより近く感じられます。同
僚との情報格差が少なくなり、コンテキス
トが共有される効果もあります。

Story
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ディスカバリーズ・エンゲージの機能
簡易レポート

URL・動画の埋め込み

共有した情報が閲覧・共有されたかの反
応を確認できます。

仲間の反応が多いほど、付加価値の高
い情報（知見・ノウハウ）を共有している
として評価できます。

YouTube の動画や、社員向けオンラ
イン研修動画を記事に埋め込むことが
できます。
記事にリンク先を設定することで、
FAQサイトや申請フォームへ誘導する
など、業務プロセスのデジタル化が推
進しやすくなります。

Story

Story

翻訳

ストーリーに投稿された記事を英語に自
動翻訳します。「言語」という壁を取り除
き、外国語に自信のない方でもストレス・
不安なく、投稿できるようになります。
(2021年11月時点でプレビュー版です)

Story

© Discoveries, Inc.

オンライン/オフライン Myイベント
Meet UpMeet Up

全てのイベントはオンライン開催、オフ
ライン開催、オンライン＆オンライン併
用のハイブリット形式で開催が可能
です。

参加ボタンやマップなど、どの形式で
開催しても参加したくなる仕掛けが
用意されています。

招待されたイベントや参加予定
のイベントが一覧表示されます。
Myイベントから直接オンライン参
加したり、予定表に追加すること
も可能です。
また過去のイベントや主催したイ
ベント情報も表示されるので、管
理サイトに遷移せずに確認できま
す。

© Discoveries, Inc.

タグ検索

詳細検索で入力したり、タグをク
リックして一覧表示できます。
自分の目的や趣向に合ったイベ
ントを見つけましょう。

Meet Up

カテゴリ・タグ フィルタ

膨大な社内情報でも、カテゴリとタグ
を上手に設定することで閲覧者にとっ
て見やすいサイトにすることができま
す。
カテゴリやキーワードで絞り込んで検索
できるため、情報検索に時間がかか
りません。

Story

イベントの閲覧 イベントの投稿

イベントをカテゴリ別に閲覧で
きます。
開催概要が確認しやすく、ど
の社員が参加予定なのかも
一目瞭然。関連するイベント
も探しやすいなど、積極的に
参加したくなる仕掛けがあり
ます。

ステップにそって設定するだけで、
誰でも簡単にデザインされたイベ
ント記事が投稿できます。
対象ユーザーを設定して限定公
開したり、公開時にメール送信す
るなど、イベント管理機能が一
通り揃っています。

Meet UpMeet Up
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ディスカバリーズ・エンゲージの機能

Meet Up

出欠レポート Meet Up

イベント公開後にレポートで申し込み
状況の確認や、連絡事項のメール配
信を行うことが可能です。
申し込み状況一覧はCSVファイルでエ
クスポートすることも可能です。

レポート

経営層は、従業員の付加価値を
可視化して、エンゲージメントやポテ
ンシャルの維持・向上に活用できま
す。
エンゲージメントの測定で、人材活
用の課題や、やる気に結び付く施
策も分かります。

全般
ユーザー管理

CSV ファイルや Azure AD 連携による
ユーザー情報の一括登録・更新が可能で
す。また、ユーザー情報を CSV ファイルに
エクスポートできます。アドレス帳に登録す
るユーザーが大人数となる場合は、項目
指定での一括登録・編集が便利です。
(※今後リリース予定)

全般
モバイル対応

PCのみならずスマホでも見やすいサイ
トに最適化されます。
外出中もスマホで操作しやすく、社内
情報の収集や仲間と連携できます。

全般
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Microsoft 365 連携 セキュリティ

SharePointサイトにStoryを埋め込み
表示することができます。既存の社内
ポータルとの連携で、社内情報がさら
に一元化されます。

Microsoft 365 認証が利用でき、
よりセキュアにサインインできます。
IPアドレスを元にアクセス制御する
こともできます。

全般全般
通知

いいね・コメントなどのリアクションが通知
されます。
リアクションだけでなく、お知らせ通知とし
て招待されたイベントやおすすめの記事、
おすすめのイベント情報も届きます。
ピープルタグや関連性の高い情報を配信
するため、興味を惹くコンテンツに出会え
ます。

全般

限定招待 アーカイブ Meet UpMeet Up

あらかじめ用意した動画を配信する
アーカイブ配信にも対応しています。
開催日の設定に制限がないので、参
加者の好きなタイミングで視聴ができ
ます。

招待するユーザーの属性を「氏名・組
織・タグ・カテゴリ・イベント」から選択
し、複数の属性を追加して詳細対象
設定を行うことが可能です。関心のあ
るユーザーに向けてイベントを作成でき
るので、エンゲージメントの高いイベント
の開催が期待できます。
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