
2022年度
内定者・新⼊社員パック

ｅラーニングで学ぶ︕



サービス概要

・内定者・新⼊社員の皆様が、新社会⼈としてスムーズな第⼀歩を踏み出せるよう、
基礎的な知識やPCスキル等の習得を⽬的としたeラーニング講座の特別パッケージ

・パソコン、スマートフォン、タブレットに対応︕
・通学時間や外出時等のすきま時間を使った効率的な学習が可能︕
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ビジネスマナー

・新社会⼈として⾝につけたい、基本的なマナー
・アニメーションでわかりやすく解説
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・従来管理者が⾏っていた、各受講者の学習進捗状況の集計・分析と受講者へのフォローを
⾃動化します。

内定者・新⼊社員様向け特別パッケージサービス

学習サポート機能により内定者・新⼊社員様のフォローが可能

受講状況⾃動集計・分析・送信サービス（ALPART機能）

管理者が学習スケジュールを設定すると、受講状況を⾃動で集計・分析し、管理者・受講者へメールを送信

管理者

受講者

全受講者の平均進捗率を把握

本⼈と全受講者の平均進捗率を⽐較

進捗率・試験結果の⼈数分布・該当者を把握 管理者から受講者へのメッセージ

全受講者の進捗率・試験結果の分布と本⼈の位置づけ★を確認
ALPART機能の紹介動画を
QRコードまたはURLから
ご覧いただけます。
https://www.artis.co.jp/
pr/alpart/
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PCスキル

・ビジネスに必須︕Word・Excelの初⼼者・苦⼿な⽅向け
・基本操作から実践的に使うレベルまでわかりやすく解説
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コンプライアンス

・他⼈ゴトだったコンプライアンスが⾃分ゴトに変わる事例集
・「情報管理編」「SNS編」「新社会⼈編」から1講座を選択
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【画⾯イメージ】

アンケート コミュニケーションメッセージ
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コミュニケーションツールCCS（Corporate Communication Service）2
・内定者・新⼊社員の皆様とのコミュニケーションを⼿軽に実現
・メッセージ、懇談会の出⽋確認、アンケートの実施、ファイルの配布・回収等
・コミュニケーションの活性化で、内定辞退の防⽌・内定不安の解消にも

3 ご利⽤イメージ

内定者・新⼊社員 企業（管理者）

内定辞退防⽌・内定不安解消

内定者・新⼊社員との
相互理解の促進

ALPART機能により
学習進捗状況の確認、
学習フォロー

社会⼈としての
基礎知識を習得させ、
即戦⼒として養成

社会⼈として求められ
る基礎知識を習得

社会⼈としての⾃信を
つけることが可能

内定者・新⼊社員間、
企業との相互理解の促進

eラーニング講座
・社会⼈として必要なマナー
・基礎的な知識

コミュニケーションツール
（CCS）

アンケート管理者から、全員または特定の内定者・
新⼊社員へメッセージを送信できます。メッセージ 懇談会の出⽋確認、アンケートの作成・

集計、ファイルの配布・回収ができます。

週次・⽉次カレンダーに、研修⽇程等、
予め決定している予定を登録できます。カレンダー コミュニ

ケーション
管理者や内定者・新⼊社員間の情報交換
の場として利⽤できます。

・管理者がアンケートを作成
・回答結果を⾃動集計
・添付ファイルの回収

・PCで回答
・ファイル添付機能で課題の

提出も可能

内定者
新⼊社員

・コミュニティを作成
・情報交換

・管理者から送付
・開封確認機能で未開封者

の⼀⻫把握が可能

・管理者が登録
・スケジュールの公開範囲

を設定可能

・コミュニティの作成
・対象者の割当
・コメントの管理が可能



4

eラーニング講座（特別パッケージ）

ビジネスマナー

１．社会⼈としての基本
職場のマナー、報告・連絡・相談、
⾔葉遣い等を確認します。

２．電話・メール・テレワークの基本
電話・メール・テレワークを中⼼に、
社会⼈としての⼼得を解説します。

３．訪問・来客の迎え⽅、冠婚葬祭の基本
個⼈宅や法⼈への顧客訪問時、
来客時のマナー等を解説します。

PCスキル

誰でもわかる Word2019 使い⽅講座 上巻／下巻
はじめて Microsoft Word 2019 を利⽤される⽅を対象に、⽂字の⼊⼒や変換、段落の書式設定等、
⽂書を作成するための基本的な機能と、表を使った⽂書作成や図形・写真の利⽤⽅法等、
ビジネスや趣味でも利⽤できる便利な機能を中⼼に学習します。
上巻では、⽂字の⼊⼒や変換、段落の書式設定等、⽂書を作成するための基本的な機能を中⼼に
学習します。
下巻では、表を使った⽂書作成や図形・写真の利⽤⽅法等、ビジネスや趣味でも利⽤できる便利
な機能を中⼼に学習します。

誰でもわかる Excel2019 使い⽅講座 上巻／下巻
はじめて Microsoft Excel 2019 を利⽤される⽅を対象に、データ⼊⼒やワークシートの基本操作、
セルの書式設定やグラフの作成、印刷について、数式の⼊⼒から、IF関数とVLOOKUP関数の
基本的な使い⽅、テーブルの作成と操作等の応⽤的な操作⽅法まで学習できます。
上巻では、基本操作である、データ⼊⼒や書式設定、ワークシートの操作や印刷の設定について
学習します。
下巻では、計算式の⼊⼒や関数を利⽤したデータの集計、IF関数の基本的な使い⽅、
データベース機能やグラフの作成について学習します。

◇サンプルファイル 講座内の動画で使⽤されている、
写真・イラスト等のファイルです。動画を⾒ながら、
パソコン上で同じファイルを利⽤して学習できます。

◇副読本PDFファイル 映像のナレーション⾳声を⽂字
におこし、要所の画⾯イメージを貼った副読本です。

⾳声解説に合わせ、マウスポインタが動きながら、
どのメニューから操作するか、どの項⽬を選択すると、
どのように反映されるか等、動画でわかりやすく解説
します。

1

2
動画＋確認問題

動画＋確認問題
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eラーニング講座（特別パッケージ）

コンプライアンス

以下の３講座から１講座をご選択ください。

よくある情報漏えいの事例を学び、情報管理の意識を⾼める（約27分）
１．はじめに 〜情報管理とは〜
２．CASE︓1 こんなところから情報漏えい︕
３．CASE︓2 家族に話しただけなのに︖
４．CASE︓3 外出先で置き引き被害︕
５．CASE︓4 友⼈を助けるつもりが⼤きなトラブルに︕
６．CASE︓5 便利だと思ったスマートフォンのアプリで・・・
７．CASE︓6 ちょっとしたお⼩遣いかせぎが⼤事件に発展︕
８．⾝近な危険 〜ここに気を付けよう︕〜
９．関連法令
10. 情報管理・８つの⼼得
11. 厳しく罰せられます

情報管理編

ＳＮＳ編

新社会⼈編

3
動画＋確認問題

SNSを利⽤する上でのマナーや危険性等を学び、炎上を防⽌（約30分）
１．はじめに 〜SNSを利⽤する上で知っておくべきこと〜
２．CASE︓1 軽い気持ちのツイートが⼤変なことに・・・
３．CASE︓2 有名⼈の来店情報が炎上を招いた︕
４．CASE︓3 ブログでお客様と⼤ゲンカ︕その結末は・・・
５．CASE︓4 ＳＮＳアプリを業務で無断使⽤し、顧客情報が流出︕
６．CASE︓5 ライバル会社のＳＮＳに悪⼝を書き込んだら・・・
７．CASE︓6 お客様やクレーム内容の悪⼝を公開
８．CASE︓7 会社の上司と「友達」になったら・・・
９．絶対ダメ︕ SNSでの禁⽌事項
10. 違反を起こさないために
11. 厳しく罰せられます

「知らなかった」では許されない︕
社会⼈としてのルールやマナーを⾝につける（約28分）
１．はじめに 〜会社で働く上での基本的なルールやマナー〜
２．CASE︓1 使わなかった資料をゴミ箱に捨てたら・・・︖
３．CASE︓2 私的な飲⾷代を経費で請求すると・・・
４．CASE︓3 ⾃⼰判断で昼休みをフライング︕
５．CASE︓4 酔っぱらって路上で⼤騒ぎ︕
６．CASE︓5 わからないことを確認しないでいたら・・・
７．CASE︓6 ⾃分の気持ちを押し付けすぎると・・・
８．情報管理について
９．気持ちよく仕事をするために
10. トラブルを防ぐための４つのポイント
11. 厳しく罰せられます



eラーニング講座（オプション）
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• 資格対策、ビジネススキル、営業・マーケティング・企画開発、経営戦略・⼈材マネジメント等
400 以上の豊富なラインナップを揃えています。

• パッケージ講座以外にも、内定者・新⼊社員の皆様にふさわしい学習講座の⼀例をご紹介します。

ITパスポート対策講座

新シラバス
完全対応︕ 6.0 丁寧な解説

必要なところだけ︕
頻出232問

繰返し出題される

4,400円（税込）／ID ご利⽤期間 6ヶ⽉
・SBクリエイティブ社刊⾏の書籍

『【令和４年度】いちばんやさしいITパスポート 絶対合格の教科書＋出る順問題集』をeラーニング化︕
・ITの知識がまったくない未経験者が、この⼀冊だけで合格できることを⽬指し、豊富なイラストや

具体例を⽤いて、丁寧に解説している⼈気の試験対策本です。
・アーティス版では、過去問題から厳選した模擬試験を追加掲載しました。
・CBT試験の操作⾯でもeラーニングでの学習が効果的です。
※受講にあたっては当社のセキュリティソフトDSPViewerの利⽤が必要です。

PDFテキスト
① 確認問題（232問）各章ごとの選択問題
② 習熟レベルチェックテスト（3回）

試験と同じ形式のテストで実⼒レベルを
把握し、再学習機能で弱点を克服

③ 模擬試験（1回）本番前の最終チェック

これから学ぶ⼈でも安⼼して読み進めら
れるよう、豊富なイラストや具体例を⽤
いてとにかくやさしく解説

問題

過去問を徹底研究し、繰り返し出題されている頻出の
過去問(類似問題)のみを厳選して掲載

⽇商簿記検定対策講座【3級】

4,400円（税込）／ID ご利⽤期間 3ヶ⽉
本講座は、第⼀部と第⼆部の⼆部構成となっており、⽇商簿記検定試験3級の合格を⽬指しながら、
簿記の基礎について学習できます。
第⼀部では仕訳から試算表作成まで、第⼆部では決算整理から決算書作成までを学べます。
模擬試験全3回をPDFで提供します。学習の仕上げや実⼒判定に活⽤できます。

PDFテキスト 問題
① 各回に確認問題

付き
② 間違った問題は

繰り返し解くこ
とが可能

③ 第⼀部・第⼆部
ともに中間テス
ト・修了テスト
付き

Webテキスト＋問題演習

Webテキスト＋問題演習
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eラーニング講座（オプション）

誰でもわかる Microsoft PowerPoint 2019 使い⽅講座 上巻 / 下巻

3,300円（税込）／ID ご利⽤期間 2ヶ⽉
・はじめて Microsoft PowerPoint 2019 を利⽤される⽅を対象に、プレゼンテーションの作成⽅法や、

写真やビデオの挿⼊、アニメーションの設定等、プレゼンテーション作成の基本を解説します。
・上巻では、基本操作から簡単なプレゼンテーションの作成、数値を明確に伝えるテクニックや図解で

わかりやすく伝えるテクニック、プレゼンテーションの印刷と実施について解説します。
・下巻では、既存データの活⽤やプレゼンテーションの保存等、プレゼーテーションをさらに活⽤する

⽅法を解説します。

・Microsoft Outlook 2019 は、メーラーとして以外にも様々な機能を搭載する、総合的な情報管理ソフト
です。この動画教材では、基本的な操作⽅法を学習します。

・アカウントの設定からメールの送受信、スケジュールやタスクの管理等、はじめてアウトルックを
使⽤する⼈にもわかりやく解説していきます。

コンプライアンス⽀援のエキスパート「ハイテクノロジーコミュニケーションズ株式会社」発刊の
「コンプライアンス事件簿」を動画化した講座です。P5でご紹介した講座の他、17講座ご⽤意しています。

 ハラスメント編
 飲酒編
 管理職編
 下請法編
 コミュニケーション（マネジャー）編

 マナー編
 個⼈情報・プライバシー編
 インサイダー取引編
 事故防⽌（⼯場・倉庫）編

 公私混同編
 勤怠編
 景品表⽰法編
 協⼒会社編

 新⼊社員編
 テレワーク編
 健全な取引編
 相談窓⼝編

テレワーク時のストレスとその対処法、オンライン上での効果的なコミュニケーション術、テレワークに
おける時間管理等について説明します。併せて、コロナ禍でのテレワークの留意点や感染への不安、
ストレスの対処法についても触れています。

動画＋確認問題

誰でもわかる Microsoft Outlook 2019 使い⽅講座

3,300円（税込）／ID ご利⽤期間 2ヶ⽉動画＋確認問題

コンプライアンス事件簿

3,300円（税込）／ID ご利⽤期間 1ヶ⽉動画＋確認問題

テレワークとストレスケア

3,300円（税込）／ID ご利⽤期間 1ヶ⽉動画＋確認問題



ご利⽤料⾦（税込）

内定者・新⼊社員パック 料⾦（1IDあたり） 利⽤期間

特別パッケージ講座
■ビジネスマナー

・社会⼈としての基本
・電話・メール・テレワークの基本
・訪問・来客の迎え⽅、冠婚葬祭の基本

■PCスキル 〜誰でもわかる〜
・Word2019 使い⽅講座
・Excel2019 使い⽅講座

■コンプライアンス（以下3講座より1講座選択）
・情報管理編
・SNS編
・新社会⼈編

コミュニケーションツール（CCS）

￥8,800 6ヶ⽉

2022.06

アーティス株式会社
https://www.artis.co.jp

本社 東京都港区南⻘⼭1-2-6 ラティス⻘⼭スクエア
名古屋⽀店 名古屋市中区錦3-5-31 ジブラルタ⽣命名古屋錦ビル
⼤阪⽀店 ⼤阪市淀川区宮原4-1-4 KDX新⼤阪ビル
仙台オフィス 仙台市若林区清⽔⼩路6-1 ステュディオ仙台
福岡オフィス 福岡市博多区博多駅前4-16-6 オフィスニューガイア博多駅前

お問い合わせ 株式会社アーティスソリューションズ
https://www.artis-sol.co.jp

アーティスソリューションズは
プライバシーマークの認定企業です

tel ︓03-5410-9300 
tel ︓052-253-7105
tel ︓06-6152-8021 
tel ︓022-721-2051
tel ︓092-418-7325

動作環境 ・当社ｅラーニングサイトを快適にご利⽤いただくために、必要な動作環境を
右記QRコードまたは https://www.artis.co.jp/environment/spec.pdf で
ご確認ください。

ご利⽤条件 ・本教材の内容の無断転載等を禁⽌します。
・本サービスご利⽤時の通信にかかる費⽤は、お客様のご負担となりますのでご了承ください。

講座名 料⾦（1IDあたり） 利⽤期間

ITパスポート対策講座 ￥4,400 6ヶ⽉

⽇商簿記検定対策講座【3級】 ￥4,400 3ヶ⽉

誰でもわかる Microsoft PowerPoint 2019 使い⽅講座 ￥3,300 2ヶ⽉

誰でもわかる Microsoft Outlook 2019 使い⽅講座 ￥3,300 2ヶ⽉

コンプライアンス事件簿 各講座 ￥3,300 1ヶ⽉

テレワークとストレスケア ¥3,300 1ヶ⽉

オプション講座

＊Word,Excel,PowerPoint,Outlookは2016シリーズもご⽤意しています。


