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インソースがご提供する
教育管理システム（LMS）

05

 e ラーニング／研修

　 Leaf（リーフ）

　STUDIO powered by Leaf（ステューディオ） 

　 Leaf Lightning（リーフ ライトニング）

　 Leaf inorder（リーフ インオーダー）

人事評価

　Leaf Eva（リーフ エヴァ）

　人事評価シート WEB 化サービス



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、お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。

利用規約をご確認いただき、ご
捺印いただいたお申込書を 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。

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。

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。

1 お見積り 2 お申込み 3 ID 等の発行 4 サービス開始

料金プラン

お申込みの流れ

PA�����_��_������GCopyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved.　「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」「動画百貨店」の名称及びロゴは株式会社インソースの登録商標です。

動作環境：ブラウザを使用（Internet Explorer� 以降 /Firefox,Google Chrome 最新版 /Chromium edge 最新版）

Leaf 基本プラン
（基本利用料）

Leaf 動画プラン
（基本利用料＋動画教育料金）

多くの組織でご利用中！

Leaf Lightning Leaf inorder STUDIO Powered by Leaf

¥ 15,000 月/
16,500（税込 ¥ 月）/

¥ 330 月/ ¥ 500 月/
363（税込 ¥ 月）/

¥0※

¥0※ ¥0※
550（税込 ¥ 月）/ ¥ 350 月/

385（税込 ¥ 月）/
¥ 400 月/

440（税込 ¥ 月）/
¥ 500 月/

550（税込 ¥ 月）/

�� テーマプラン �� テーマプラン 無制限プラン

¥ 25,000 月/
27,500（税込 ¥ 月）/

¥ 60,000 月/
66,000（税込 ¥ 月）/

¥ 75,000 月/

¥ 90,000 月/

82,500（税込 ¥ 月）/

¥ 15,000 月/
16,500（税込 ¥ 月）/

¥ 25,000 月/
27,500（税込 ¥ 月）/

¥ 60,000 月/
66,000（税込 ¥ 月）/

¥ 75,000 月/
82,500（税込 ¥ 月）/

¥ 16,250 月/
17,875（税込 ¥ 月）/

¥ 27,500 月/
30,250（税込 ¥ 月）/

¥ 67,500 月/
74,250（税込 ¥ 月）/

¥ 87,500 月/
96,250（税込 ¥ 月）/

¥115,000 月/
126,500（税込 ¥ 月）/

¥190,000 月/
209,000（税込 ¥ 月）/

¥225,000 月/
247,500（税込 ¥ 月）/

人事評価シートWEB化
（Leaf オプション）

¥900,000 種類/
990,000（税込 ¥ 種類）/

¥100,000
110,000（税込 ¥ ）

Leaf Eva

初期費用

¥100,000
110,000（税込 ¥ ）

Leaf 月額利用料

（基本利用料）

¥150,000 月/
165,000（税込 ¥ 月）/

¥180,000 月/
198,000（税込 ¥ 月）/

99,000（税込 ¥ 月）/

50 ID

100 ID

300 ID

500 ID

1000 ID

2000 ID

3000 ID

50 ID

100 ID

300 ID

500 ID

◆ Leaf Eva
※���ID以上については別途お見積いたします
※最低利用数は��IDです。��ID未満での購入はできま
　せん
※基本契約期間は６か月間です

◆ Leaf基本プラン／動画プラン／人事評価シートWEB化サービス
※�,���ID以上については別途お見積いたしますので、お問合せください
※人事評価シートWEB化サービスをご利用いただくと、リーフ基本プラン内のすべての機能をお使いいただけます

◆ STUDIO Powered by Leaf
※�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
※�ID あたりの動画再生数が���回/月を超えた場合は、超過分と
　して��円/回の超過料金が発生いたします
※��ID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

◆ Leaf Lightning
※��ID以上の購入であれば、�ID単位で購入いただくことも
　可能です
※ストレスチェックや目標・評価管理機能はございません

◆ Leaf inorder
※前月��日までにお申し出いただければID数を変更できます
※自組織のみで使用する動画のアップロード・閲覧をご希望の 
　際は別途お見積り致しますのでご相談ください
※ご契約ID数に応じて、登録できるユーザー数が設定されます
※複数デバイスからの同一IDでのログインはできません

1ID あたり

30 ID 50 ID 50 ID

─ 半年間（半年未満は不可） 半年間（半年未満は不可）

初期費用

初期費用

最低利用数

最低利用期間

※契約期間が�年未満の場合は、別途初期費用���,���円（税込���,���円）が発生します

※契約期間が�年未満の場合は、別途初期費用���,���円（税込���,���円）が発生します



利用者260万人！※ 
日本で最も選ばれている、
３つの理由

安い！　
● １ID 月額 95 円※で初期費用０円、圧倒的にコスパが高い
● 使い放題で、追加課金が発生しない
● アクセス制限・容量制限・再生／受講回数制限なし

eラーニング／研修管理システム「Leaf（リーフ）」は、
組織の成長をひとつのシステムで実現します

研修の受講、eラーニングや課題提出
の進捗を上司と管理者が監督できる

※2023年4月末時点

受講管理

動画の未受講者や課題の未提出者の追
いかけが楽になり、受講漏れも激減

催促

CSVで出力可能基幹システムとのデータ連
携や、外部機関への証跡提出がスムーズに

受講履歴の取得・活用

人事評価やスキル管理も、Leaf上でかんたんに。
人事評価と連動した社員教育を実現

人事評価

人事データ（マスタ）の管理

所属情報、資格情報、研修情報、受講データなどを集約した
データベースとして活用できる。特定階層のグループ化、権
限設定も柔軟に対応可能

～ 学習状況を「見える化」して適切に管理受講管理機能

～ 人事評価を人材育成に活かせる人事評価機能

～ 従業員のあらゆる情報を集約人事データ管理機能

インソースは、これまで４万１千を超える※

組織の教育課題を解決してまいりました。

ご担当者さま一人ひとりのお悩みをもとに、もっと効率的に、
理想的な教育を行うには何が必要か、
考え抜いて開発したのが「Leaf（リーフ）」です。

教育計画を立てる、研修や eラーニングを運営する、学習効果を
分析する、個々の成長を「見える化」する……

「Leaf」は、多岐にわたる人事業務をたったひとつで統合管理で
きるシステムです。
※2003 年６月から 2023 年３月までに当社サービスをご利用いただいたお取引先累計

教育

受講管理人材管理

～ 「載せ放題・見放題」でいつまでも使いやすい
1

※2,000名利用、動画プランの場合



かんたん！
● 最短３日ですぐ導入　● マニュアルレス
● 操作を覚える必要なく、引き継ぎなしでも直感的に
　 使える

徹底的！
～人事業務を熟知した“至れり尽くせり”のシステム
● 人事・教育部門のしごとを理解して、
 　お客さまの運用が最適化されるように機能を開発

日本企業の文化に適応
日本の教育の主流は、「指名型教育」。教育の運営が煩雑なのは、会社・上司が個人の成長に
携わり、管理する「当たり前」があるからです。「Leaf」は煩雑な業務プロセスを改善し、教
育にかかわるすべてのことをひとつのシステムで完結できるように設計しています。

～ 人事業務の手間・ヒヤリハットを 

計画策定

あらゆるデータを安全に管理でき、
重要情報が漏洩する心配がない

受講者選定 事務手続き

「受講履歴がない人」「Ａ資格
保持者」特定の対象者を検索し
て抽出

受講者の申込み、出欠をシステム
でリアルタイム管理。受講者と
管理者双方がストレスフリーに

日程や研修内容が定まったら
Excel（CSV）で一括登録

1回の設定で受講者に自動で案内
連絡漏れ・ミスが一切なくなる

メール 書類提出・管理

コース教育
必修／選択型コースを自由に設計

スライド配信

PowerPoint、PDFもそのまま
配信

動画配信

スマホで撮影した動画配信可能

～ オンライン教育を一気に拡充eラーニング機能

基本機能

ウェビナー連携 研修データ集約スケジュール管理

～ テレワークに対応した研修運営研修管理機能

カレンダー形式で計画策定 講師・テキスト・名簿・座席表
等を一元管理

オンライン会議に即時接続

確認テスト
自動採点・合否判定あり

課題・アンケート
目的に応じて柔軟な設定が可能

学習効果分析
データの分析業務を自動化 
※オプション

～ 目的に応じてあらゆる使い方ができる課題・テスト機能

大幅に削減

効果測定

受講管理

～ 導入も運用もスムーズ
2 3

Leafの機能一覧
はこちらから▼



01
eラーニング機能 feature introduction ��

定型業務を��%削減

�,���名の研修運用を�名で行える
ようになる

体系的な教育管理

集合型/オンライン型、指名制/手挙
げ制、自前/外部研修、あらゆる研
修を集約し、ノウハウを蓄積できる

個別教育の実現

職制・階層・キャリア志向を
踏まえた運用が可能

柔軟に設計できる
回答フォーム
確認テスト・試験前の演習・年末
調整の書類収集まで幅広く使える

提出・採点・集計・
回答催促を自動化
何回実施しても手間が増えず、
他の業務に専念できる

公開範囲の制限

上司の閲覧範囲を制限したり、
匿名回答も許可したりと用途に合
わせて設定を変更可能

動画載せ放題・見放題

スマホで撮影した動画、お手持ち
の動画などすべてをまとめる
プラットフォームに

eラーニングコンテンツ
を拡充できる
PowerPoint、PDFをそのまま配信
動画編集ソフトがなくても、短時
間で教材を展開可能

徹底した受講管理

動画の早送りなど「学んだフリ」を
確実に判別し再受講指示ができる

動画等データ格納容量＆同時アクセス人数： SCORM化：無制限！ 不要！

研修管理機能 feature introduction ��

課題・テスト機能 feature introduction ��

PCでの利用がメインで、教育・評価など人事業務を全て効率化したい方へ

＼ ���万人が利用する、日本最大級のLMS ／

テレワーク時代の教育を快適に実施する
次世代型LMS「Leaf（リーフ）」

※eラーニング機能はLeaf動画プランに搭載されております

料金プランは裏表紙へ！i

eラーニング／教育管理システム
「 Leaf（リーフ） 」

03



01

人事評価、ストレスチェックも運用できる ！

お客さまのお悩み、他社システムでの課題も解決できます！

動画や資料を載せると
SCORM化が必須…

動画を配信することしか
できず、効果があるのか

わからない

オンライン研修の受付、
出欠管理などの
事務連絡が面倒

同時アクセス制限があって
大人数の一斉教育が

できない

動画の視聴開始時間しか
残らず「流しっぱなし」を

見抜けない

人事システムや基幹シス
テムと連携できずに不便

人事評価シートWEB化サービス ストレスチェック支援サービス
見た目はそのまま、運用もそのまま 厚生労働省にて、５年連続実施の実績あり！

オプション料金 ￥���,���（税込 ￥���,���）／評価シート�枚

※����名以上の場合別途お見積り

�名さまあたり ￥���（税込 ￥���）～受検可能※

SCORM化＆データ変換不要！
コース教育をもっと自由に

動画やスライド、テスト、
レポートなど課題を組み合わせて

着実に定着

対象者の指名から事後課題の
提出まで、一通りのフローが

Leafのみで完結！

制限なしで最大２０万人
同時接続可能！

何人が使っても安定稼働で安心

受講時間を見れば一目瞭然！
再受講指示もかんたんに

スケジューラーや
タレントマネジメントシステム
と併用してもスムーズに使える

OfficeデータやPDFなど、資料を加工
せずにアップでき、タイムロスがなく
なりました。
急いでいるときもすぐ配信できて便利
です！

研修の申込受付や事務連絡は、
Leafがほぼ自動で行ってくれま
す。他の業務に時間を割けるよう
になりました。

ちゃんと受講しているのか、一人
ひとり把握できとても便利です。
視聴していない人にもすぐに催促
を送れて、追いかけ業務が楽にな
りました。

無限にコンテンツを組み合わせら
れるので、動画１→テスト１→動
画２→まとめテストといった流れ
も簡単に実現できました。

�,���名単位で一斉教育を実施してい
ても「動画が止まる」「ログインでき
ない」という問合せがほとんどなくな
りました。コストが変わらないのも嬉
しいですね。

システムを併用していても、データ
連携するよう開発してもらえるのが
導入の決め手でした。
柔軟に対応してもらえるので有難い
です！

他社システムの場合 Leafの場合 お客さまの声

今お使いの評価シートをシステムに再現し、評価入力、回付、
集計、最終調整、結果通知を効率化できます。

調査票の作成から集団分析の作成まで、まるごと委託いただけ
る運用代行プランがございます。メンタルヘルスケアも、当社
にお任せください。詳細はP��へ！i

従来のLMSの「使いにくさ」が一切なく、こまやかな教育を実現できるため、
���万人のお客さまにご愛用されています
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Leaf だけのこだわり

便利なオプション機能

最大　　万人のアクセスに
耐えられる
何人がアクセスしても安定稼働するよう、環境を構
築しています。また、同時接続数の制限を取り払っ
ているため、大人数に一斉教育をしてもコストは一
定です。

「現場責任者権限」で
グループ会社も統合管理
部門長やグループ会社・子会社に付与できる管理者
権限があります。各部門・各社で行われている教育
も一元管理でき、グループ間の情報連携や人材配置
がスムーズになります。

1 2
20

オプション機能を
導入後に追加できる
導入し始めてからも、ご予算・ご要望に合わせて段
階的に機能を拡張いただけます。導入当初、じっく
り検討の時間を取れない方も、自社の仕様に仕上げ
ていくことができます。

ヘルプデスク永年無料

サポート費用は利用料に含まれ、追加費用はかかり
ません。電話・メール・オンラインでいつでもご相
談いただけるので、導入後も安心です。

3 4
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● 字幕生成・編集「Leaf Translator」
多言語の字幕付きで動画を再生できる

● 英語画面切替「Leaf English」
画面の表示言語をクリックで切り替えられる

● 人事データ連携
人事データを自動で同期

● データ連携用 API 公開「Leaf APIs」
教育データ連携用のプログラム提供

● 既存システムとデータ連携
他社システムとデータ連携

● 企業ロゴ追加／カラー変更
より親しみのあるシステムに

● Google カレンダー連携
スケジュール管理がもっと楽に

● シングルサインオン (SSO)
ログインなしで Leaf を使える

● アカウント自動ロック
パスワード誤入力で一次的に利用停止

● パスワード世代管理
パスワードの使いまわし NG

● ワンタイムパスワード認証
二要素認証でセキュリティ強化

多言語対応

セキュリティ

人気

● コンテンツチェーン
SCORM 化なしでコース教育できる

● シャッフルテスト
ランダム出題で反復学習

● テスト制限時間
適正なタイムキーパー

● 複数デバイスでの同時ログイン禁止
試験・テストのカンニング防止に

● コミュニケーションボード
意見交換が気軽にできる

● 動画軽量化プラン
回線負荷を � 分の � 以下に抑える

● イントラ環境/LGWANでの動画配信
機能
インターネットを介さず動画配信

● SCORM 教材対応プラン
お手持ちの SCORM ファイルが使える

e ラーニング

● 修了証 / 受講計画表
� クリックで簡単出力

● 受講計画表
個人の年間研修計画を自動表示

● Leaf Exam Operation(LEO)
業務支援付き検定代行サービス

● WEB 会議ツール自動入室
zoom・Teams に自動接続

● 研修日程変更
研修日程を柔軟に変更できる

● 研修グループ
複数日程の研修を一元管理

● 顔認証
第三者のなりすましを防止

● IP 制限
IP アドレスでアクセスを制限

● 海外 IP 許可
海外の特定 IP アドレスからの接続を許可

● 海外 IP アクセス許可サーバー
国内・海外で安全に利用できる

研修管理

● 動画教材の代理アップロード
インソース の作業代行

利用環境

● スマートフォン専用画面追加
マルチデバイスでより便利に

● オープンセミナー
初回ログインで ID を発行できる

● 上長承認
承認フローを忠実に再現する

● 専用サーバー貸切プラン
�,��� 名以上の一斉教育に

注目の新機能

人気

人気

他社システムとの連携



STUDIO Powered by Leaf なら、Leafにインソースの動画コンテンツを載せ、
配信することも可能です

i WEBページにて、動画サンプルをご覧いただけます

STUDIO Powered by Leaf 料金プラン

¥ 350 月/
385（税込 ¥ 月）/

¥ 400 月/
440（税込 ¥ 月）/

¥ 500 月/
550（税込 ¥ 月）/

�� テーマプラン �� テーマプラン フルプラン

1ID あたり

¥ 0 ※契約期間１年未満の場合は ���,��� 円（税込 ���,��� 円）

＼６つのセットから１つ選択 ／ ＼６つのセットから２つ選択／ ＼��� テーマが見放題／

初期費用

※最低利用数は��IDです。��ID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
※��ID以上の購入であれば、�ID単位で購入いただくことも可能です
※�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
※�ID あたりの動画再生数が���動画再生/月を超えた場合は、超過分と
　して��円/再生の超過料金が発生いたします
※��ID未満で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

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

コンプライアンス教育セット１

セット内容 >>>

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
SDGs 時代のコンプライアンス
ダイバーシティ
LGBT

コンプライアンス教育セット２

セット内容 >>>

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

新人・内定者教育セット

セット内容 >>>

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。

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
コーチングの進め方
メンタリング

コミュニケーションスキル教育セット

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。

論理的で分かりやすい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進め方
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

生産性向上基本教育セット

セット内容 >>>

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（現場育成）の進め方
人事評価の進め方
映像で学ぶ評価面談
マネージャーのための労務管理
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）
基礎から学ぶマーケティング
サステナビリティ経営と SDGs 入門
その怒りのおさえ方

管理職・リーダー向け基本教育セット

セット内容 >>>

「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 �� 点を � 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
（WEB）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

商品ラインナップ

STUDIO　インソース
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1 2 3
速攻導入でも安心して利用できる理由

CHECK POINT

最短�日で
スピード導入
eラーニングに必要な機能がすべ
て揃っているので、仕様決め不要

マルチデバイス対応

教材づくりも受講管理もスマホで完結
利用者も私用スマホで使いこなせる

�IDあたり���円
圧倒的にリーズナブル
月額料金のみで使い放題！ 動画や資
料をたくさん配信しても課金はゼロ

スマホでの利用がメインで、自社コンテンツで教育したい方におすすめ

＼ 導入も運用も、スピード感重視 ／

Leafの便利さはそのままに、
eラーニング機能を格段にパワーアップ

eラーニング特化型システム
「Leaf Lightning（リーフ ライトニング）」

Leaf の人気オプションを初期実装！

eラーニング テスト・効果測定 運用・セキュリティ

料金プラン

マルチデバイス対応
触ればすぐ使える、シンプルな画面設計

コース教育（コンテンツチェーン）
動画、テストなどのコンテンツを自由に
組み合わせ柔軟な教育ができる機能

多言語の字幕表示
��カ国の言語から自分で字幕を選ん
で動画再生できる機能

シャッフルテスト
テストを解き直すたび設問をシャッフル
する機能

テスト制限時間
制限時間を指定して、解答時間を公平
にする機能

テスト開始/終了時間
テストの一斉開始/終了時間を指定で
きる機能

上司承認・コメント
上司が研修受講の承認、コメント返信
できる機能

パスワード世代管理
過去に使用したパスワードの連続使用
を禁止する機能

アカウント自動ロック
パスワードの入力誤りがあった場合、
一定期間ログインを禁止する機能

スマホ利用を想定して
セキュリティを強化
在宅勤務でも、事業所外でも
ご自宅でも安全に使えます

マニュアルを熟読しなくても
どなたでも使いこなせる
操作を覚えなくても直感的に
使えるようデザインにこだわりました

問合せサポート無料
メール・電話・オンラインで丁寧に
導入して何かご不明な点があれば
いつでも気軽にご相談いただけます

¥ 330 月/
363（税込 ¥ 月）/

1ID あたり
※最低利用数は��IDです。��ID未満での購入はできません。��ID以上の購入であれば、�ID単位で購入いただくことも可能です
※契約期間が�年未満の場合、初期費用¥���,���（税込 ¥���,���）がかかります
※ストレスチェックや目標・評価管理機能はございません

ヘルプデスク： 社内教材： 同時ログイン人数： 無制限！ 配信・再生回数： 無制限！永年無料！ 載せ放題・見放題！
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1 2 3

eラーニング見放題サービスをお探しの方におすすめ

＼ テレワークのノウハウ、SDGs関連も網羅 ／

時代の最先端を学べるコンテンツを毎月アップ
学び続ける社会人のためのブロードキャスト

eラーニング大量配信サービス
「Leaf inorder（リーフ インオーダー）」

他社のeラーニング配信サービスとの違いは？
どれだけ見ても低コスト
で受講し放題
同時アクセス制限も、受講回数も制
限なしの定額制サービスです

新しいコンテンツが次々に
配信され、飽きがこない
毎月新しい教材をアップするので「興味があ
るものがない」という状況に陥りにくいです

受講対象者をグルーピングし
て受講指示ができる
「係長級にＡ研修を」「入社 � 年以内の管理職に

Ｂ研修を」など複数コースを同時実施できます

料金プラン

¥ 500 月/
550（税込 ¥ 月）/

1ID あたり

※最低利用数は��IDです。��ID未満での購入はできません
※前月��日までにお申し出いただければID数を変更できます
※自組織のみで使用する動画のアップロード・閲覧をご希望の際は
　別途お見積り致しますのでご相談ください
※ご契約ID数に応じて、登録できるユーザー数が設定されます
※最低契約期間は半年となっております
※複数デバイスからの同一IDでのログインはできません

ヘルプデスク： 同時ログイン人数： 無制限！ 配信・再生回数： 無制限！永年無料！

CHECK POINT

業務と興味にぴったり
合った「コースマップ」
組まれたカリキュラムに沿って体系
的に学習ができ、着実に身につく

テストに受かって１セット

動画と確認テストが１セット。「見っぱな
し」で終わらせず、学習効果を高められる

「学びたい」を
刺激するしかけ
気になる動画はお気に入り登録をし
ておけば、好きな時間に学習できる

動画ラインナップ  PickUP

SDGs時代のコンプライアンス講座

¥100,000
110,000（税込 ¥ ）

初期費用

これからのコンプライアンス推進のあり方と
して、SDGs時代に求められる持続可能な企業
活動のための「前向きなコンプライアンス」
について学びます。

テレワークにおけるメンタルヘルス（ラインケア）講座

テレワークにおけるラインケアで意識する点
や、起こりやすいハラスメント、コミュニケー
ションのポイントなどをおさえます。

実践！ステップアップExcel講座 ～大量の数値データ処理を学ぶ

Excelの基本知識を持っている方を対象に、
更に効率的なデータ処理ができるように、ピ
ボットテーブル機能やマクロ機能を学んでい
ただきます。

行動経済学講座 ～「買いたい！」を引き出す仕掛けづくり編

お客さまの消費行動や感情の動きを行動経済学
の理論をもとに解説します。接客や販促、商品
企画にフォーカスしており、思わず買いたくな
るような仕掛け作りが学べます。
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01 02

人事評価を「システム化」するメリット

CHECK POINT

準備がかんたん
一から決めなくても、見本を選ん
で評価項目を変えるだけで、オリ
ジナルのシートを作成できます

評価がかんたん
操作はクリックとタイピングだけ。
PCに慣れていない方でも迷わず使
えます

集計がかんたん
集計や評価結果の分析はシステムに
お任せ。手間もミスもほぼゼロにな
ります

＼ 評価制度の構築・見直しをしたいお客さまに／

���種類のテンプレートから
評価シート「見本」を選んで、評価制度を構築

かんたん人事評価システム
「Leaf Eva（リーフ エヴァ）」

一通りの人事評価の手法に対応

業績評価（目標管理制度） 行動評価（コンピテンシー評価）

���度評価

一定期間内で実行する目標を上司と相談し
て決定。目標達成度合いを振り返り、評価す
る方式。目標を具体化することで評価がしや
すくなり、評価者と被評価者双方で納得感
が生まれやすいです。

上司から部下への評価だけでなく、同僚や
後輩、他部署の人などが評価者となって評
価する方式。上司だけでは判断できない部
分が補完され、様々な視点で公平に評価を
することができます。

業務遂行能力が高い「できる人」の行動特性
を参考に評価項目を設定して評価する方
式。通知表のような形式のシートに「Ａ・Ｂ・
Ｃ」などと段階評価で入力する形式なので、
比較的簡単に評価ができます。

▲ 評価シート見本イメージ

評価シート準備人事評価フロー ▶ ▶ ▶ 評価シートの配布・案内
評価期間や評価項目など、ク
リック操作で簡単に設定でき
ます。

すべてのフェーズで、管理者（人事担当
者）、評価者（上司）、被評価者（部下）
の作業負担を軽減します。

対象者に合わせて評価シートが自動
で表示されるため、一人ひとりに配
布する必要がありません。

09 甘辛調整※

評価のばらつきを調整できます。調整
を完了すると職務・階層ごとの評価の
分布も確認できます。

10 結果の開示
マイページで評価結果を参照できます。管理者側
でデータを一括出力し、人事システムに取り込み、
給与・賞与に反映させることも可能です。

ヘルプデスク： 評価シート登録数： 評価シートデータ： 永年保管！無制限！ 同時接続： 無制限！永年無料！

人材育成シート

あらかじめ決めた目標と業務内容、達成度
を振り返り、フィードバックをするためのシー
ト。人事評価の面談時に活用できる他、新入
社員、中堅社員の教育にも幅広く使えます。

料金プランは裏表紙へ！i
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03 04

＼ 紙やExcelで、すでに人事評価を運用しているお客さまに ／

評価シートを忠実にWEBに再現！運用を
システム化して、人事評価の業務改善を実現

人事評価シートWEB化サービス

自己評価の記入 自己評価の提出

06 進捗管理
評価の進捗は逐一確認、催促の連絡も
かんたんに送れるので、スケジュール
通りに進められます。

07 自動集計※

評 点 は 自 動 で 反 映 さ れ る の で、
ヒューマンエラーが起きにくく、
短時間で集計作業が完了します。

システム上に直接入力します。
全項目を回答必須に設定するこ
とで、記入漏れを防ぎます。

08 評価面談
評価結果は Excel 出力できます。
紙面に印刷して、結果を見なが
ら面談を行えます。

提出ボタンをクリックするだけ
で上位評価者に回付。紙面の提
出は不要で管理も楽です。

05 上司（評価者）による評価
被評価者が一覧で表示されるため、コ
メントも段階評価もかんたんに入力でき
ます。

Leafオプション

使っている評価シートを
そのままWEB化できる
見た目が変わらないので、混乱な
くスムーズに導入できます

運用方法も変わらない

集計時の計算方法やワークフローも再現し
た上で、面倒な事務作業は効率化します

最短１か月で導入開始

評価シートの仕様を当社のSEが確
認し、スピーディに開発します

ヘルプデスク： 評価シートデータ： 永年保管！ 同時接続： 無制限！永年無料！

CHECK POINT

評価シート カスタマイズ例 ～教育管理システム「Leaf（リーフ）」上に実装します

独自の評価シート 横断評価シート

期中の人事異動に対応したシート

今使っている評価シートを画面に再現す
るスタンダードなカスタマイズ。導入企業
さまの事例を踏まえ、最適な運用方法を
ご提案させていただきます。

人事異動前・後の評価シート２枚を１画
面で入力するためのカスタマイズ。頻繁
に人事異動が発生するお客さまにおす
すめです。

部署・同等級のメンバーを横並びにし
て、評 価 結 果の確 認 、調 整を行える
シートです。当社のオリジナル機能で、
甘辛調整をらくに行えます。

複数の帳票を統合管理するシート

等級や所属部署によって、評価項目を
切替えることができます。種類が多くて
も管理するシートは�枚のみなので、手
間を大幅に削減できます。

※ 人事評価シートWEB化サービスではオプション機能となります

料金プランは裏表紙へ！i
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