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本書で使用されている画面などの画像・イラストはイメージであり、実際の表示と異なる場合がございます。
また機能アップデートなどにより、最新の機能と一部異なる場合がございます。



1. はじめに

3

サービスを開発した背景と目的

近年、コロナ禍でのテレワーク導入や企業のDX化などにより、社内ポータルサイトの需要は非常に高まっています。

bizoceanポータルは、社内の業務に関する様々な書類やマニュアルを一元管理し、かんたんに社員への告知ができま
す。

また、bizocean書式テンプレからダウンロードしたテンプレートを、そのままスムーズに社内共有できます。シンプルで直
感的に操作しやすいため、「パソコンは少し苦手...」という方でも安心してご利用いただけます。LINEで共有することも可
能です。

参加前

基本的にできること

社内業務の取扱説明書共有サービス。メモ（トリセツ）で社内に散在している文書

をひとまとめ。

社内でファイル共有
　bizocean書式テンプレからダウンロードしたテンプレートや自分のパソコンに保存したファイルを共有できる。

メモ（トリセツ）を使ったナレッジ共有
　社内申請や各種ワークフローの手順を申請書類といっしょにメモにまとめ、社内業務を円滑にできる。

社外への情報・ファイル共有
　LINEなどのメッセンジャーや電子メールで、かんたんにメモの内容を外部関係者へ共有することができる。

無料で手軽にポータル作成
　無料で始めて、ストレージ、メモなど基本サービス使用し放題（人数、容量によって課金が発生）。

をいますぐ活用しよう！

具体的な活用シーンはP4を参照してください！
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参加前

活用シーン：こんな場面で利用してみよう！

社内業務マニュアルを送りたい

パソコン申請や設定マニュアルをいっしょにまとめて送りたい

❶コロナ対応マニュアル
などの社内業務マニュア
ルを共有フォルダに格納
します。

❷メモを作成します。メモ
には、マニュアルの書き
方、提出方法を記載でき
ます。

❸メモ）に共有フォルダ
の書類を添付します。

❹メモからURLを発行し
ます。 LINEやメールで
URLを送ります。送られ
たURLからメモと添付書
類がダウンロードできま
す。

❶共有フォルダに、申請 
書フォルダとマニュアル 
フォルダを作成。 申請書
フォルダには申請 書、マ
ニュアルフォルダ にはマ
ニュアルを格納し ます。 

❷メモを作成します。メモ
には、申請書の書き方、
提出方法を記載できま
す。

❸メモに共有フォルダの
書類を添付します。申請
書フォルダとマニュアル
フォルダから、それぞれ
添付できます。

❹メモからURLを発行しま
す。LINEやメールでURLを
送ります。送られたURLか
らメモと添付書類がダウン
ロードできます。
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会員登録

まずは、bizoceanへの会員登録をしましょう。bizoceanポータルへ招待された場合も、会員登録は必要です。
下記のbizoceanポータルのトップページから、会員登録へ進むことができます。

https://www.bizocean.jp/portal/about.html

1. bizoceanポータルのトップ画面から会員
登録（無料）をクリックします。

2. メールアドレスで登録する方法と、他の
サービスIDを利用して登録する方法があ
ります。登録完了後、ポータルが利用でき
るようになります。

参加前1. はじめに

https://www.bizocean.jp/portal/about.html
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書式テンプレからダウンロードしよう

参加前

1. トップページ・メニュー（画像参照）の「書式
テンプレート」から欲しい書式テンプレの
種類を絞り込むことができます。絞り込ま
れた一覧の中から、ダウンロードしたい書
式テンプレートをお選びください。

2. ダウンロードしたい書式テンプレートを選
んだら、「今すぐダウンロード」（左画像①）
をクリックしてください。

書式テンプレートをダウンロードしてみましょう。ダウンロードした書式テンプレートは、マイフォルダに保存され、いつでも
閲覧・再ダウンロード可能です（マイフォルダの詳しい説明については、8ページをご確認ください）。

bizocean書式テンプレトップはこちらから

https://www.bizocean.jp/doc/

https://www.bizocean.jp/doc/
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参加前

3. 利用規約をご確認の上、「利用規約に同
意してダウンロードする」ボタン（左画像
②）をクリックすると、ポータルのマイフォ
ルダにダウンロードされます。

4. 「マイフォルダへ」ボタン（左画像③）をク
リックすると、ポータルのマイフォルダに遷
移し、ダウンロードした書式テンプレートを
確認することができます。

5. 書式テンプレートのローカル（ご自身のご
利用端末）へのダウンロードはマイフォル
ダから行ってください。
該当ファイルのチェックボックスをチェック
し、「ダウンロード」ボタン（上画像④）から
ダウンロードできます（チェックボックスに
チェックを入れると、ボタンが押せるように
なります）。



2. 自分のファイルを整理しよう

自分で作成したファイルを登録しよう
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エディター メンバーオーナー

■マイフォルダとは

ポータル内に設けられた、自分専用のデータ保管スペースです。他の人から見られることはありません。パソコン、ス
マートフォン、タブレットからいつでもアクセスできます。
ダウンロードした書式テンプレートはマイフォルダに保存され、いつでも閲覧・再ダウンロード可能です。また、ご自身でご
用意されたファイルもアップロードできます。

①フォルダ新規作成
「新規フォルダ」ボタンから新しいフォルダを作成することができます。

②ダウンロード
ご自身でアップロードしたフォルダやファイル及び書式テンプレートからダウンロードしたファイルをローカル（ご自身のご
利用端末）へダウンロードすることができます。

③移動
該当のファイル及びフォルダのチェックボックスをチェックし、「移動」ボタンからマイフォルダ内のフォルダに移動させるこ
とができます（オーナーとエディターのみ、マイフォルダ内のファイルを共有フォルダへ移動させることも可能です）。

④コピー
該当のファイル及びフォルダのチェックボックスをチェックし、マイフォルダ内のフォルダにコピーすることができます（オー
ナーとエディターのみ、マイフォルダ内のファイルを共有フォルダへコピーすることも可能です）。

⑤名称変更
該当のファイル及びフォルダのチェックボックスをチェックし、「名称変更」ボタンから名称を変更することができます。

⑥削除
該当のファイル及びフォルダのチェックボックスをチェックし、「削除」ボタンから削除できます。削除したファイル及びフォ
ルダは、「削除したファイル」ボタンから確認できます。

⑦アップロード
「ファイルアップロード」ボタンから、ご自身で作成したファイルをアップロードすることができます。詳しい操作方法につい
ては、次のページをご確認ください。
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エディター メンバーオーナー

1. アップロードしたいファイルをご用意の上、
「ファイルアップロード」ボタン（左画像①）
をクリックしてください。

2. クリックもしくはドラック＆ドロップでファイ
ルを選択し、ファイルアップロードボタンを
クリックしてください。

3. 選択したファイルが画面中央に表示され
ます。「ファイルアップロード」ボタンをク
リックすると、ファイルのアップロードが完
了します。

4. マイフォルダに新しくファイルが登録され
ていることを確認してください。

■ファイルをマイフォルダへアップロードする

自分で作成したファイルをアップロードすることで、マイフォルダへ保存することが出来ます。
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社内メンバーにファイルを共有しよう
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エディター メンバーオーナー

■共有フォルダとは

ポータル内のメンバーとフォルダやファイルを共有するためのデータ保管スペースです。
パソコン、スマートフォン、タブレットからいつでもアクセスできます。

①新規フォルダ
共有フォルダ内に、新しいフォルダを作成することができます（オーナーとエディターのみ作成可能です）。

②ダウンロード
該当のファイル及びフォルダのチェックボックスをチェックし、「ダウンロード」ボタンからローカル（ご自身のご利用端末）
へダウンロードできます。

③移動
該当のファイル及びフォルダのチェックボックスをチェックし、「移動」ボタンから共有フォルダ内のフォルダに移動させる
ことができます（オーナーとエディターのみ操作可能です）。

④コピー
該当のファイル及びフォルダのチェックボックスをチェックし、「コピー」ボタンから共有フォルダまたはマイフォルダ内の
フォルダにコピーすることができます（オーナーとエディターのみ操作可能です。メンバーは、自分のマイフォルダへのみ
コピー可能です）。

⑤名称変更
該当のファイル及びフォルダのチェックボックスをチェックし、「名称変更」ボタンから名称を変更することができます（オー
ナーとエディターのみ変更可能です）。
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エディター メンバーオーナー

⑥外部公開
ポータルに参加していない人が閲覧できるURLを発行できます。共有する方法は「（URLの）コピー」、「LINE」、「メール」
の３つがあります。パスワードの設定や公開有効期限の設定が可能です。

⑦削除
該当のファイル及びフォルダのチェックボックスをチェックし、「削除」ボタンから削除できます。削除したファイル及びフォ
ルダは、「削除したファイル」ボタンから確認でき、元に戻すもしくは完全に削除可能です（オーナーとエディターのみ削除
可能です）。

⑧アップロード
「ファイルアップロード」ボタンから、ファイルをアップロードすることができます。
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メモ（トリセツ）とは

社内FAQ（非業務マニュアル）のドキュメント化に特化した社内業務の取扱説明書サービスです。 自分だ
けが閲覧できるメモだけでなく、ポータルメンバーへ共有することが可能です。
複数のドキュメントを添付することも可能です。
作成したメモはURLを発行し、LINEやメールで送付できます。
ポータルメンバー以外の方へも、外部公開機能を利用することで、メモと添付書類をダウンロード可能です。

エディター メンバーオーナー



3. メモ（トリセツ）を作成  / 編集しよう

13

メモ（トリセツ）を作成・編集しよう

■メモ（トリセツ）のトップ画面機能

エディター メンバーオーナー

①新規作成
「新規作成」ボタンからメモを作成することができます（オーナーとエディターのみ作成可能です）。詳しい操作方法は、16
ページをご参照ください。

②ソート機能
↑↓をクリックすると、名前・更新日時・状態（公開・非公開）の条件で並び替え可能です。非公開設定のものは、ご自身が
作成・編集したもののみ表示されます。

③削除
削除したいメモの左端のチェックボックスをクリックすると、右上の「削除」ボタンが押下可能になり、該当メモを削除できま
す（オーナーとエディターのみ削除可能です）。
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■メモ（トリセツ）の編集

前ページのメモ一覧の各メモ「名前」をクリックすると、メモの詳細を見ることができます。
画像下①の「編集」ボタンを押すと編集画面が表示されます。操作方法は新規作成と同じです。
詳しい操作方法は、12〜15ページをご参照ください（オーナーとエディターのみ編集可能です）。

エディター メンバーオーナー

①編集
「編集」ボタンからメモを編集することができます（オーナーとエディターのみ編集可能です）。編集の操作方法は、新規作
成時と同じです。

②pdfダウンロード
「pdfダウンロード」をクリックすると、メモをpdfファイルとしてダウンロードすることができます。

③外部公開
メモやファイルを「コピー」・「LINE」・「メール」の3つの方法で、ポータル参加メンバー以外の外部へ公開・共有することが
できます（詳しい使い方は23ページ以降をご参照ください）。



3. メモ（トリセツ）を作成  / 編集しよう

■メモ（トリセツ）の書き方（新規作成・編集）

新規作成画面では以下のような機能があります。
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オーナー エディター

①件名
件名を入力できます（詳しくは17ページをご参照ください）。

②エディター
作成に必要な便利なツールです（詳しくは17ページをご参照ください）。

③本文
本文記入欄です。文字サイズの変更、表の挿入や画像・動画の添付が可能です（詳しくは次のページをご参照くださ
い）。

④タグ
分類のためのタグを追加することができます。例えば、「プロジェクト名」や「契約書」などのタグを設定することで、欲しい
メモを探しやすくなります。

⑤共有設定
ポータルに参加している他のメンバーへ共有する/しないの設定が可能です。
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■メモ（トリセツ）の書き方（本文）
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オーナー エディター

⑨ブックマーク
ポータルに登録しているブックマークを添付することができます。例えば、入社時に登録すべき情報類（サイトやア
プリ）への導線としての活用や、社外メンバーに会社の公式SNSなどを共有するときに便利です。　　　

⑦関連資料
共有フォルダ内のファイルを添付することができます。エディター内の　　　  　ボタンから、アップロード可能です。



3. メモ（トリセツ）を作成  / 編集しよう

メモの名前を入力してください。
入力した件名は一覧画面などで表示される内容で、他のポータルユーザーにもよく見られますので、
わかりやすい名前をご入力下さい。
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オーナー エディター

メモの内容を装飾するためのツールを選択するエリアです。
機能別にご説明します。

アンドゥ／リドゥ

左向きの矢印をクリックすると一つ前の操作に戻り、右向きの矢印をクリックすると一つ後の操作に
進めることができます。

本文／見出し

選択した範囲の見せ方を本文や見出しに切り替えることができます。

フォントサイズ

選択した範囲のフォント（文字）のサイズを変更することができます。

■件名の入力

■エディタ
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オーナー エディター

太字

選択した範囲のフォント（文字）を太字に変更することができます。

左揃え／中央揃え／右揃え

選択した範囲の文字の配置を「左揃え」・「中央揃え」・「右揃え」に変更することができます。

囲み枠／引用

選択した範囲のフォント（文字）に囲み線を設定することができます。

打ち消し線

選択した範囲のフォント（文字）に打ち消し線を引くことができます。

リンク

配置したい場所にカーソルを置き、リンクを挿入することができます。

■エディタ
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オーナー エディター

写真

配置したい場所にカーソルを置き、写真を挿入することができます。

ブックマーク

配置したい場所にカーソルを置き、ポータルにブックマーク登録されているアプリのリンクを挿入する
ことができます。

ファイル

配置したい場所にカーソルを置き、ポータルに保存されているファイルのリンクを挿入することができ
ます。

YouTube

配置したい場所にカーソルを置き、 Youtubeの動画リンクを挿入することができます。

■エディタ

リスト

箇条書き・番号付きリストを作成することができます。



4. 社内メンバーを招待してみよう

メンバー招待
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オーナー

ポータルへ社内メンバーを招待してみましょう。

1. メンバー管理ページの「メンバーを招待す
る」（左画像①）をクリックすると、モーダル
ウィンドウが表示されます。

2. 招待したいメンバーのメールアドレスを入
力し、「招待する」ボタンをクリックすると、
メンバーにポータル招待メールが届きま
す。

招待メールが届いたメンバーは、メールに
記載されたURLからポータルに参加でき
ます（bizoceanアカウントをお持ちでない
方は、招待された同じメールアドレスで新
規会員登録が必要です。その後、招待
URLから参加してください）。

3. 招待メールを送ると、メンバー管理のメン
バー一覧に追加されます（画像は、招待メ
ンバーが未承認の状態のものです）。



5. 社内メンバーを管理しよう

メンバー管理
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オーナー

①並べ替え
↑↓をクリックすると、更新日時・役割・使用容量・承認でそれぞれ並び替えが可能です。

②削除
該当メンバーのチェックボックスをチェックし、「削除」ボタンからメンバーを削除できます（チェックボックスにチェックを入
れると、削除ボタンが押せるようになります）。一度削除すると、元に戻せませんのでご注意ください。

③権限の変更について
該当メンバーのチェックボックスをチェックし、「変更」ボタンからメンバーの役割（権限）を変更できます。詳しい操作は、こ
のあとのメンバーステータスの変更をご確認ください。

ポータルメンバーの招待や役割（権限）の変更、削除を行うことができます。

メンバーのステータス（権限）変更

メンバーの役割（権限）を変更できます。
役割（左画像④）をクリックすると、エディ
ターもしくはメンバーの選択ができます。
それぞれの権限の詳細は次のページをご
参照ください。
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権限について

■オーナー

ポータルの設定を含む全ての権限が与えられたユーザーです。

■エディター

ポータルの設定と掲示板へのメモの登録を除く、編集権限が与えられたユーザーです。

■メンバー

閲覧権限が与えられたユーザーです。

オーナー エディター メンバー

会社組織情報 登録・編集 閲覧のみ 閲覧のみ

ポータル設定
（ポータル名変更・ポータ
ルロゴ登録・権限譲渡用

メール）

登録・変更 ✕ ✕

プラン設定
（料金プランの変更）

確認・変更 ✕ ✕

料金お支払い
（ご請求情報の確認・お

支払い方法変更）
確認・変更 ✕ ✕

掲示板へのメモ（トリセ
ツ）登録

登録 ✕ ✕

メモ（トリセツ） 全操作可能 全操作可能 閲覧・共有

共有フォルダ 全操作可能 全操作可能
ダウンロード・共有・

コピー（マイフォルダへ）

外部公開リスト
外部公開されている全ての
URLを閲覧・無効化できる

オーナーと同じ
自分が外部公開したURLの

み閲覧・無効化できる

権限一覧表

オーナー
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エディター メンバーオーナー

メモやファイルを共有するためのURLを発行し、「（URLの）コピー」・「LINE」・「メール」の3つの方法で、ポータル及び
bizoceanを利用していない外部の人へ共有することができます。
他社との共同プロジェクトの資料共有や、社員・アルバイトとの資料共有など多くの場面で活用できます。「ダウンロード
してから、メールに添付して共有する」などの面倒なステップなしに、簡単・安全に共有することができます。
※外部公開したメモやファイルの管理については、お客様ご自身でじゅうぶんご注意ください。

1. 共有したいファイルのチェックボックスを
チェックし、「外部公開」ボタンをクリックし
てください。

2. 外部公開設定ウィンドウが表示されます。
外部公開名・パスワード・有効期限を設定
の上、お好きな共有方法（URLコピー
・LINE・メール）を選んでクリックしてくださ
い。
すると、お選びの方法で外部への共有が
可能になります。

■外部への共有方法
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エディター メンバーオーナー

①並べ替え
↑↓をクリックすると、名前・URL・更新日時でそれぞれ並び替えが可能です。

②無効化する
外部公開したURLを無効化することができます。オーナーとエディターは共有された全てのURLを無効化することができ
ます。メンバーは、ご自身が共有したURLのみ無効化することができます。

■外部公開したURLの確認

外部公開リストでは、外部公開・共有したURLの確認や無効化を行うことができます。
オーナーとエディターは、公開中の全てのURLを確認することができます。
メンバーは、ご自身が公開したURLのみ確認できます。

パスワードを入力する必要があります（パ
スワードが正しければ、左画像のような画
面が表示されます。パスワードが間違っ
ている場合や共有URLに設定された有効
期限が切れている場合は、共有された
ファイルやフォルダは確認できません）。

■外部公開したURLからのファイル確認方法
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ポータルトップを管理する

①掲示板

オーナーがメンバーに見てほしいメモを
ポータルトップで告知するためのエリアで
す。掲示板のメモは、全ポータル参加メ
ンバーに表示されます。

②掲示板にメモ（トリセツ）を登録

ポータルメンバー全員のポータルトップに
表示するメモを登録することができます
（オーナーのみ追加可能です）。

③よく見るメモ（トリセツ）

よく利用されるメモやお気に入りのメモを
ポータルトップで閲覧するための画面で
す。他のメンバーはよく見るメモを閲覧で
きません。

④よく見るメモ（トリセツ）にメモを登録

よく見るメモを登録することができます。

⑤よく見られているメモ（トリセツ）

メンバーが頻繁に閲覧・利用しているメモ
が自動的に表示されます。

■ポータルトップとは

ポータル内の情報を一覧できる、ポータルのトップ画面です。
他のポータルメンバーと情報を共有したり、自分がよく見るメモなどを確認することが出来ます。
ポータルトップは、「メモ（トリセツ）」タブと「フォルダ・ファイル」タブの2つを切り替えることができます。

■メモタブ

オーナー
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⑦共有フォルダ・書式ファイル

共有フォルダにアップロードされたフォルダ
と書式ファイルを、ポータルトップで閲覧で
きます。共有フォルダでは、全てのポータル
参加メンバーが閲覧・ダウンロード・共有可
能です。

■マイフォルダ

マイフォルダにアップロードされたフォルダ
と書式ファイルが、ポータルトップに表示さ
れます。マイフォルダは、他のメンバーは閲
覧できない、自分だけのエリアです。

■あなたへおすすめの書式

おすすめの書式一覧が自動で表示されま
す。各書式をクリックすると、その書式の詳
細ページへ遷移します。

⑥ラベルの設定

掲示板にメモを登録する際に、「至急」もしくは「重要」
のラベルを追加することができます。メンバーに閲覧の
緊急性を通知することが可能です。

■フォルダ・ファイルタブ

オーナー
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ブックマーク

　　ポータル内公式ブックマークのご紹介　 　　

①新規作成

画面右上の「新規」ボタンから、お気に入り
のサイトやアプリをブックマーク登録できま
す。
「ブックマーク新規登録」画面にて情報を入
力して登録してください。
登録するとブックマーク一覧に表示されま
す。
上から3件は、ポータル内サイドメニューに
も表示されます。

②並べ替え

　　　アイコン周辺をドラッグ＆ドロップする
と、一覧内の表示順を並べ替えることがで
きます。

③登録頻度の高いブックマーク

登録頻度の高いブックマークをクリックする
と、すぐにブックマーク登録ができます。

④公式ブックマーク

オーナーは、任意のブックマークを公式ブッ
クマークとして設定できます。公式ブック
マークは、ポータル参加者全員に表示され
ます。
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プランについて

■無料プランと有料プランの違い

■有料プランの種類

ポータル参加人数が9人（ストレージ容量0.5GB）まで、無料プランをご利用できます。それを超える場合は、最適な
「ポータル参加可能人数」と「ストレージ容量」に合わせた有料プランをお選びください（有料プランについて、詳しくは
下記「有料プランの種類」をご参照ください）。

5つの有料プランをご用意しております。

プラン名 15人プラン 25人プラン 50人プラン 100人プラン 無制限プラン

料金 ¥4,800/月 ¥8,900/月 ¥18,000/月 ¥36,000/月 要相談

ポータル参加可能人数 15人 25人 50人 100人 要相談

ストレージ容量 1GB 5GB 10GB 20GB 要相談

＊1人追加ごとに別途料金が発生します。
＊1人分のストレージ容量を追加ごとに別途料金が発生します。

プラン名 9人プラン（無料プラン） 有料プラン

料金 ¥0/月

詳しくは下記
「有料プランの種類」を
ご参照ください。

ポータル参加可能人数 9人

ストレージ容量 0.5GB

オーナー
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有料プランへのアップグレード

1. サイドメニューの「お名前（オーナー）」（左
画像①）をクリックすると、設定ページが
表示されます。
設定の「プラン設定」（左画像②）からプラ
ンを変更することができます。

2. ご希望のプランの「このプランに変更」ボタ
ンをクリックしてください。

3. モーダルウィンドウが表示されますので、
プランをご確認後、お好きな決済方法をお
選びください。

オーナー
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よくある質問

■ポータルにログインができない

ポータルのご利用には bizocean会員への登録及びログインが必要です。まだ bizocean会員でない方は

無料会員登録（https://www.bizocean.jp/doc/entry/email/）をしてください。

既にbizocean会員の方はログイン（ https://www.bizocean.jp/doc/login/）状況をご確認下さい。

 

■ポータルのメンバーから外したい（外れたい）

オーナーの操作によりポータルからメンバーを外すことが可能です。

bizocean会員からの退会はメンバーご自身で行って頂く必要があります。

bizoceanの退会はマイページ（ https://www.bizocean.jp/doc/mypage/）をご確認下さい。

 

■ログインパスワードを忘れてしまった

bizocean会員のログインパスワードでアクセスできます。ログインパスワードを忘れてしまった場合は、

ご自身でパスワードの再設定をしてください。

 

なお、下記の方法でパスワードの再設定をお願いします。

1.　パスワードを忘れた方ページ（ https://www.bizocean.jp/doc/reminder/）を表示します。

2.　会員登録されているメールアドレスを入力し、「送信する」ボタンをクリックします。

3.　会員登録されているメールアドレス宛に、「パスワード再発行のご案内」メールをお送りいたします。

4.　メールの文面中にあるリンクをクリックします（パスワード再発行 URLの有効期限は24時間です）。

5.　「パスワード再設定」ページが表示されましたら、新しいパスワードを 2回入力し、「変更する」ボタン　 　

をクリックします。

6.　「パスワードの再設定が完了しました。」と表示されたら完了です。

https://www.bizocean.jp/doc/entry/email/
https://www.bizocean.jp/doc/login/
https://www.bizocean.jp/doc/mypage/
https://www.bizocean.jp/doc/reminder/
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よくある質問

■メンバーの会員情報を変更したい

bizocean会員のログイン後、会員情報ページ（ https://www.bizocean.jp/doc/mypage/member_info/）か
ら、変更してください。

  

■ログインができない

オーナーに登録状況を確認してください。ログインパスワードを忘れてしまった場合は、上記「ログインパ

スワードを忘れてしまった」をご参照ください。

 

■メモ（トリセツ）やファイルを削除変更したい

オーナーかエディターの権限がある方のみ、操作できます。詳細は「 2. 自分のファイルを整理しよう」や

「3. メモ（トリセツ）を作成  / 編集しよう」をご参照ください。

 

■複数のポータルを運営したい。所属したい

ポータルは1つのみ作成及び参加することが可能です。

 

■メモ（トリセツ）やフォルダごとに権限設定をしたい

現在はメモやフォルダごとの権限設定はございません。メモやフォルダをポータルに参加していない人

へ、パスワードや有効期限を設定して共有する機能はございます。

https://www.bizocean.jp/doc/mypage/member_info/
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よくある質問

■無料プランでは機能制限はありますか

全ての機能が利用可能です。無料プランのメンバー上限は 9名ですので、参加メンバーを増やしたい場

合は有料プランをご検討ください。有料プランの詳細は 28ページをご参照ください。

■プランを変更しても、変更前のデータは引き継がれますか

はい、そのまま引き継がれます。

 

■メモ（トリセツ）に添付されたファイルを開くことができない

エクセルやワード等のファイルは閲覧ソフトが無い環境ではファイルを開くことはできません。

 

■有料プランからの無料プランへの変更や有料プランのダウングレードは可能ですか？

可能です。但し現在のポータル参加人数や利用容量が変更後のプランの上限を超えている場合は変更

できません。

 


