豊 富 な 機 能 と教 材 が 標 準 搭 載
コ スト を 抑 え 、ス ピ ー ディに 教 育 が 行 え る

定 額 制 e ラ ー ニ ン グ 視 聴 サ ー ビス

教育管理システム「Leaf」とは？
集合研修や公開講座などの教育と
動画教育の一元管理が可能な、
利用者

140万人を超える

圧倒的に安い “次世代型” LMSです。

商品ラインナップ

動画教育に「Leaf」が選ばれる３つの理由

01

02

定額制で動画容量が無制限

動画の格納量によって価格が変わる従量課金制ではないので、動画が載せ放題見放題！

PDF・PowerPoint でも教育可能

動画だけでなく、作成した PowerPoint や PDF をスライド教材として使用することができます。

指名型教育に対応した独自の機能
03 「誰に何の教育を受けさせる」という「指名型教育」に対応しています。

コンプライアンス教育セット１

コンプライアンス教育セット２

新人・内定者教育セット

セット内容 >>>

セット内容 >>>

セット内容 >>>

e ラーニング教材として一番人気の高い、コン
プライアンスに関わる動画教材をまとめたセッ
トです。最低限必要なコンプライアンス教育を
すぐに実施することが可能です。
コンプライアンス
個人情報保護

情報セキュリティ

メンタルヘルス（セルフケア）
メンタルヘルス（ラインケア）
ハラスメント防止
リスク意識向上

インサイダー取引
障害者差別解消法
下請法

著作権法やハラスメント防止といった、コンプ
ライアンス教育に＋αしたテーマを取りそろえた
セットです。
パワーハラスメント防止

ハラスレイヤーと学ぶパワーハラスメント防止
ソーシャルメディアの使い方
内部統制
著作権法

景品表示法と商標法
その怒りのおさえ方

漫画で学ぶインサイダー取引規制
ダイバーシティ
LGBT

生産性向上基本教育セット

管理職・リーダー向け基本教育セット

セット内容 >>>

セット内容 >>>

若手～中堅社員クラスに視聴いただきたいテー
マを選定したセットです。会議の進め方や問題
解決思考など、新人・内定者教育セットよりも
ワンランク上のビジネススキルを習得します。
論理的なコミュニケーション

身近で分かりやすいロジカルシンキング
身近で分かりやすい問題解決

身近で分かりやすいシステムシンキング
タイムマネジメント

会議における議論の仕方
オペレーションミス防止

分かりやすい資料の作り方～基本編

分かりやすい資料の作り方～デザイン編

ビジネス活用のための AI・人工知能入門

労務管理やマーケティング・経営戦略など管理
職なら是非知っておきたいテーマをまとめた
セットです。新任管理職研修の予習・復習の教
材としてもお使いいただけます。
マネジメントの原理原則
OJT の進め方

人事評価・人事考課
映像で学ぶ評価面談
労務管理

ミドルマネジメントのための経営戦略
メンタルヘルス（ラインケア）
マーケティング

サステナビリティ経営と SDGs 入門
その怒りのおさえ方

ビジネスマナーや仕事の進め方などを丁寧に
学ぶセットです。内定者期間から入社半年後
程度の方々に向けた内容になっています。
ビジネスマナー

ケース映像で学ぶビジネスマナー
仕事の進め方
言葉遣い

ビジネス文書

ビジネス e メールの書き方
コミュニケーション

新人・若手向けコンプライアンス
ソーシャルメディアの使い方
会社の数字の見方

コミュニケーションスキル教育セット

ビジネスパーソンの基礎スキルをコミュニケー
ションという切り口 で 強 化するセットです。
主に若手～中堅社員クラスの皆様にマッチす
る内容です。
セット内容 >>>

プレゼンテーション
コミュニケーション

アサーティブコミュニケーション
対人関係構築

その怒りのおさえ方
ファシリテーション

会議における議論の仕方
交渉力

コーチング

メンタリング

「STUDIO Powered by Leaf」とは、教育管理システム「Leaf」に、インソースが提供する主な e ラーニング教材を格納した状態で提供する、低価格な動画
教育サービスです。テーマごとにインソースにて選定したおすすめ動画 10 点を 1 セットとし、３つの料金プランでご提供いたします。
「LMS が整備されていない」「社員の勤務スタイルがバラバラで、集合研修・オンライン研修の実施が難しい」「それぞれの都合のよいタイミングで、社員に自
学習してもらいたい」といったお声にお応えすることができます。 ※セット内の教材の入れ替えリクエストには対応していませんので、予めご了承ください。

選べる３つの料金プラン

月額利用料金（税込）

６つのセットから１つを選択できる「10 テーマプラン」と、６つのセットから２つを選択できる「20 テーマプラン」、そして 93 テーマ・230 の動画すべてをご覧
いただける「無制限プラン」の、３種類の料金プランがございます。

視聴可能動画数

月額利用料金

10 テーマプラン

（６つのセットから１つ選択）

@385 円／月

（１ID あたり）

初期費用（税込）
６カ月～１年未満

無料

料金シミュレーション（税込）
50ID

ご利用人数（ID 数）

10 テーマプランの場合
無制限プランの場合

無制限プラン

（93 テーマ /230 動画）

@440 円／月

@550 円／月

※最低利用人数は 50ID です。50ID 未満での購入はできません
※最低利用期間は、半年間です。半年未満での購入はできません
※50ID 以上の購入であれば、1ID 単位で購入いただくことも可能です
※１ ID を用いて、複数人が同時ログインすることはできません
※１ ID あたりの動画再生数が 100 動画再生 / 月を超えた場合は、超過分とし
て 22 円 / 再生の超過料金が発生いたします
※50ID よりも少ない ID で e ラーニングご利用をご検討のお客さまは、別途サー
ビスをご案内いたしますので営業担当者にお問合せください

１年以上

110,000 円

20 テーマプラン

（６つのセットから２つ選択）

100ID

200ID

19,250 円／月 38,500 円／月

77,000 円／月

27,500 円／月 55,000 円／月 110,000 円／月

＋

６カ月～１年未満の
ご利用の場合

初期費用

110,000 円

※１年以上のご利用の場合は
発生しません

お申込みの流れ
1

お見積り
想定されているご利用人
数・利用期間をご教示い
ただきましたら、御見積
書を発行させていただき
ます。
まずはお気軽にご相談く
ださい。

2

お申込み
利用規約をご確認いただ
き、御捺印いただいた申
込書を、PDF ファイルに
していただいた上でメー
ルにて営業担当者までご
送付ください。

3

ID 等の発行

4

お申込書をいただいた後、
最短３営業日で、申込承
諾のご連絡とともに弊社
より管理者 URL、ID、パ
スワードの発行と、管理
者マニュアルをお送りい
たします。

サービス開始

管理者マニュアルに従っ
て受講登録等を進めてい
ただきます。作業が完了
しましたら、サービスを
ご利用いただくことがで
きます。

【無料デモについて】

受講者及び管理者のデモをご覧いただけます。デモをご希望の際は、営業担当者までお問い合わせください。
（２営業日以内にデモ視聴方法をメールでご連絡いたします）

サービス詳細は当社 WEB ページをご覧くださいませ。お問い合わせ・無料デモのお申込みもこちらから▶
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