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Yammer 無料版の登録方法

製品に関するお問い合わせは、次のインフォメーションをご利用ください。

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

ご購入に関するお問い合わせは、マイクロソフト認定パートナーへ。
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Microsoft Yammer 
製品カタログ

https://www.yammer.com にアクセスし、
会社のメールアドレスを入力して [Sing Up] 
をクリックします。

メールが届くので [Complete Signup] を
クリックします。

パスワードやプロフィール画像を登録したら
完了です。1 2 3

必要なシステム

利用できる機能

マイクロ ブログ
同僚との会話や情報の発信・共有が簡単に行えます。ファイ
ルや画像の投稿も手軽です。

ファイル、リンク、画像
ファイルや画像をアップロードし、任意のメンバーと共有できます。
バージョンの管理も可能です。

リアルタイム チャット
オンラインのユーザが一目でわかり、すぐに会話をする事ができ
ます。チャット専用の便利なアプリもあります。

管理ツール
Yammer はビジネス向けの SNS なので、管理機能が充実して
います。監査の為に全てのデータをエクスポートすることもでき
ます。

グループ
公開グループを作って特定のテーマに関わる人を集めて情報交
換をしたり、非公開グループでプロジェクト メンバーとコラボレー
ションをする事ができます。

トピック
コンテンツやメッセージにタグ付けすることで、情報を整理したり、
後で見つけやすくします。

モバイル端末からの接続
モバイル端末でどこからでもアクセスできます。モバイル アプリ
は、iPhone、 BlackBerry、 Android、Windows Phone 用が
あります。

外部コミュニティ
社内だけでなく、社外メンバーともコラボレーションをする事がで
きます。きちんとサイトが分かれるのでセキュアーにやり取りをす
る事ができます。

推奨ブラウザー • Internet Explorer/最新または 1 つ前のバージョン　　• Chrome/最新バージョン　　• Firefox/最新または 1 つ前のバージョン　　• Safari/最新バージョン

対応 OS • Windows/Vista 以降　　• Mac OS/10.5 以降

モバイル • iOS/6.0 以降　　 • Android/2.2 以降　　 • Windows Phone/7 以降
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議事録やブログとしてノートを共有
リッチ テキストによるコンテンツを共有できるノート。複数での同時編集が行える
ほか、グループ管理者はメンバーが編集できない公式ノートを作成することもできます。

共同作業でグループのファイルを作成/共有
グループに共有されたファイルはブラウザーでプレビューしながら、コメントで議論。
ブラウザー上での編集やバージョンの管理も可能です。

未読通知でフォローアップを忘れる心配も不要
受信箱やアラートには未読件数が表示。自分の確認が必要なものだけ効率的
に通知をしてくれます。

専用アプリでタイムリーな情報アクセス
各モバイル OS 向けに専用アプリが提供されているので、どのデバイスでも通
知を見逃しません。

Yammer を活用した取引先とのコラボレーション
Yammer は社内のコラボレーションに使えるだけではありません。社外の取引先
やパートナーとのやり取りやファイルの共有にも活用できます。サイトは社内用と
別に作られるので、情報漏えいの心配もありません。

管理/分析ツールを活用してソーシャルを最適化
ユーザー一括管理や IP 
アドレス制限、データのエ
クスポートなど、セキュリ
ティ ポリシーに沿った運
用が可能。また、分析ツー
ルでは、利用動向を確認
しながら、ソーシャルの最
適化を計画できます。

グループ内で共有できるのは会話だけではありません。ノートやファイルも共有で
きるほか、よく使うリンクをまとめて掲載するなどプロジェクト チームのポータルとして
活用できます。

Yammer のページは一般的なソーシャルを一度でも利用した経験のある方なら、すぐにご利用いただける、親しみやすく、使いやすいデザインが特長です。ホームフィード画
面を表示すれば、購読している人やグループの投稿をはじめ、通知や会話もチェックできます。

マルチデバイスに対応する Yammer なら、いつでもどこでも最新の情報にアクセ
スできます。さらに、通知機能を活用すれば、自分宛てのメッセージやアクティビ
ティを見逃すことなく、タイムリーにフォローアップできます。

現代の働き方にふさわしい「つながり」と「知」の
共有の場、エンタープライズ ソーシャル

必要な情報を素早く見つけ、
共有し、業務ラインを超えて
他の社員と連携。
エンタープライズ ソーシャル
でそれが可能に。

変化のスピードが速い現代のビジネスでは、重要な情報を素早く入手し、外部環境の変化に迅速に対応すると
ともに、絶えずイノベーションを促し新たな収益源を模索する必要があります。そのためには、従業員一人ひとりが、
それぞれの持つノウハウや情報を迅速に相互活用し、組織の垣根を越えて連携することが求められています。
つまり、「つながり」と「知」の共有の場が必要です。

一方で、従来の組織では、業務ラインや俗人的な人脈を超えてノウハウや情報が共有されたり、それらの再利用
が行われる事はほとんどありません。他方、コンシューマの分野では、様々なデバイスを通じて情報をかつてない
スピードで共有し、新しい人間関係を築いています。それを可能にしたのがソーシャル メディアです。

Yammer はソーシャルの利点をそのままに、ビジネス向けに最適化されたオンライン サービスです。フォーチュン
500 社の 85 %以上が利用し、40 万社・800 万人以上が利用しています。Office 365 との連携により、既存
の IT 基盤とシームレスに連携ができます。

使いやすく、親しみやすい、ソーシャルのエクスペリエンス

有償版 Yammer では、アップロードできるファイル サイズの上限が増えるだけでなく、エンタープライズに最適な管理機能とセキュリティを提供。Active Directory や
SharePoint などの既存 IT 資産と高度に連携。さらに、組織のポリシーに合わせてソーシャルを管理することも可能です。

既存 IT 資産の有効活用とエンタープライズ レベルのセキュリティを実現

有益な情報を簡単に共有 最新情報をいつでもキャッチ

組織の「つながり」強化で、働き方が変わる、イノベーションへと繋がる

▼ 組織間のコミュニケーションと
コラボレーションを実現

▼ 従業員、顧客、パートナーを連携

▼ 関係者間でミッション、バリュー、
戦略の認識を共有

従業員

内蔵ネットワーク

顧客

パートナー

外部ネットワーク

SharePoint と Yammer でコンテンツを連携
Yammer には SharePoint のドキュメントやリストを直接投稿。また、SharePoint 
には Yammer のフィードや通知を表示できるだけでなく、高度な検索機能により
フィードを横断検索できます。

Active Directory と連携する認証基盤
Yammer を ADFS と同期する事で、普段の ID・パスワードがそのままお使い頂け
ます。また、所属組織などの情報も連携されて表示されます。

さまざまな情報を集約するホームフィード画面
Yammer のホームページは、ユーザーに最適化されています。無数のやり取り
の中で自分に関係するものだけが表示されます。スレッド形式のため話題がわ
かりやすく、コメントが時系列に並ぶので話の前後関係が明瞭です。

組織を超えて形成されるグループ
共通の興味や業務に関係する人が集まり、議論やファイルの共有ができるグ
ループ。誰でも参加が可能な公開グループとメンバー限定の非公開グループが
あります。

気軽に会話に参加して、情報を共有
会話に参加するは、[返信]でコメントを付けられる他、[いいね]ボタンを押すだけ
でも大丈夫です。会話を誰かに共有してあげたり、タグを付けて後で検索しやす
くする事もできます。

リアルタイム チャットですぐにやり取り
オンラインになっているユーザーが簡単に確認できるので、すぐに確認したい用
件にはチャットを使う事ができます。会話履歴も残せるので、後で検索もできます。

エンタープライズ ソーシャルを活用すると…

他部署や別の場所で
起きている事を可視化

新しい連携/
協力関係の構築

イノベーションと
企業成長の促進
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います。監査の為に全てのデータをエクスポートすることもでき
ます。

グループ
公開グループを作って特定のテーマに関わる人を集めて情報交
換をしたり、非公開グループでプロジェクト メンバーとコラボレー
ションをする事ができます。

トピック
コンテンツやメッセージにタグ付けすることで、情報を整理したり、
後で見つけやすくします。

モバイル端末からの接続
モバイル端末でどこからでもアクセスできます。モバイル アプリ
は、iPhone、 BlackBerry、 Android、Windows Phone 用が
あります。

外部コミュニティ
社内だけでなく、社外メンバーともコラボレーションをする事がで
きます。きちんとサイトが分かれるのでセキュアーにやり取りをす
る事ができます。

推奨ブラウザー • Internet Explorer/最新または 1 つ前のバージョン　　• Chrome/最新バージョン　　• Firefox/最新または 1 つ前のバージョン　　• Safari/最新バージョン

対応 OS • Windows/Vista 以降　　• Mac OS/10.5 以降

モバイル • iOS/6.0 以降　　 • Android/2.2 以降　　 • Windows Phone/7 以降


