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会社名 ：株式会社クシム

設立創業 ：1997年6月

資本金 ：705百万円 (2018年10月1日現在）

役 員 ：代表取締役社長 中川 博貴

株主構成 ：株式会社CAICA、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）他

上場市場 ：東京証券取引所市場第二部（証券コード：2345）

1997年 6月｜ 株式会社オ－プンシステム研究所とインドKumaran Systems Inc．との合弁契約に基づき、
株式会社アイキャンを設立しProducts&Services事業を開始

1999年 5月｜ Kumaran Systems Inc．と資本関係を解消し、社名を株式会社システム・テクノロジー・アイに変更

1999年 8月｜ ベンダー資格取得のための学習支援ソフトウェア「iStudyシリ－ズ」の販売を開始 (eLearning事業を開始)

2000年 7月｜ 株式会社オ－プンシステム研究所と合併し、eLearning事業を本格的に開始

2001年 6月｜ eLearning事業の拡大のため、ベンダ－資格学習者向け総合Webサイト 「iStudy Web」のサ－ビスを開始

2002年 8月｜ eLearning事業の拡大のため、法人向けにE-Learningライセンスモデル「iStudy Enterprise License」の販売を開始

2002年12月｜ 東京証券取引所マザーズに上場

2004年 2月｜ ITSSに対応したスキル診断及びE-Learning 機能を搭載したLMS「 iStudy Enterprise Server 」の販売を開始

2014年 8月｜ 東京証券取引所市場第二部へ市場変更

2015年12月｜ 株式会社ブイキューブグループに参加

2016年 4月｜ 本社を東京都品川区上大崎に移転し、アイスタディ株式会社へ社名を変更

2017年 4月｜ 企業向けビデオ配信ソリューション QUMUの販売を開始

2019年 1月｜ 本社を東京都港区白金へ移転

2019年 3月｜ 株式会社カイカグループに参加

2019年 7月｜ 本社を東京都港区南青山へ移転

2019年11月｜ 次世代LMS「SLAP Smart Leaning Accelerator Platform」を販売を開始

2020年 5月｜ 株式会社クシムへ社名を変更

■沿革
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会社概要



サービス名：SLAP（Smart Leaning Accelerator Platform）

サービスコンセプト：いつでもどこでも学べるよろこび

• これからのLMSは従来のLMSと違い、自発的に学ぶ学習環境がトレンドと

なっています。

• キャッチフレーズのように、親しみやすくわかりやすいUI、

場所を選ばずスキマ時間で学習できるスマートデバイス対応。

• 学習効果が高いと言われる動画コンテンツ対応。

• 自発的に学習機会や効果が得られることで、受講者の方によろこびを感じて

頂けます。

• また定期的な機能追加を行い、サービス自身も成長していくサービスを

目指します。
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SLAP（スラップ）とは



2019/11/25 V1.0.0

■機能

・iStudy Creator NEO
対応

・音声合成機能

・パッケージコンテンツ

・CDV一括登録
（ユーザー登録）

2020年2月 V1.2.0

■機能

・動画連携対応

・コンテンツプレビュー

・組織一括アサイン

・合格基準判定機能

・オンプレミス版提供

・学習履歴一括出力機能

・IE11対応

2020年4月 V1.5.0

■機能

・IPアクセス制限機能

・メールテンプレート作成機能

・テスト時間制限機能

・テストコンテンツ拡張機能

（出題形式、出題方法など）

・アンケート項目CSV出力機能

2020年8月頃 V2.0.0

■機能

・SCORM対応

・SSO対応（オプション）

・ロールをグループ割り当て

・データ移行

SLAPは順次機能を追加して成長していきます
※開発計画は変更になる可能性はございます

4

SLAP機能ロードマップ
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SLAP動作環境

デバイス パソコン タブレット スマートフォン

OS・ブラウザ

■ Windows8 以上

Microsoft Edge最新版

Firefox 最新版

Google Chrome最新版

■ Macintosh OS X 以上

Safari 最新版

Google Chrome最新版

■ iOS

iOS13 以上/Safari最新版

■ Android

Android6.0 以上/Chrome最新版

■ iOS

iOS13 以上/Safari最新版

■ Android

Android6.0 以上/Chrome最新版

画面解像度 1280×800 以上 4.7インチ以上 4.7インチ以上

機能

※推奨閲覧環境においても、お使いの端末、ブラウザとOS、プラグインの組み合わせ等により、一部表示不具合や一部機能がご利用になれない場合がございます。
※プレビュー版、ベータ版などは推奨環境対象外とさせて頂きます。
※Firefox、Chrome、Safariは最新版を推奨いたします。



SLAPの特長

オリジナルコンテンツ作成が簡単
 iStudy Creator NEOでオリジナルE-Learningコンテンツの作成が可能です。
 普段お使いのMS Office のアドインツールで、簡単にコンテンツ作成を行うことができます。

PowerPoint, Excel
 PowerPointでは学習型、Excelでは、テスト/アンケート型コンテンツの作成が可能です。
 HTML5対応、音声合成機能で動きあるコンテンツ、ナレーションを手軽に作成できます。

スマートデバイス対応
● PCのみだけで無く、スマホ、タブレットからも学習が可能です。
● スマートデバイスでの学習で、スキマ時間での学習がはかどります。
● もちろん情報漏洩しないようセキュリティも考慮してあります。

3つのポイント

３

動画コンテンツの作成、配信が簡単
● お客様で作成頂いた動画コンテンツを簡単に、学習コンテンツとして登録、配信が

可能です。
● 動画によるコンテンツで受講者様の理解もより深まります。

２

１
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機能紹介 1.コンテンツ作成ツール iStudy Creator NEO

iStudy Creator NEOを使い、簡単にオリジナルコンテンツを作成できます。

Excelでのテスト及びアンケート作成

ソフトをインストールすると普段使用している
MS Office製品のツールバーに”iStudy”が追加
Officeツールで教材を作成する作業のまま変換ができます
コンテンツ作成の担当者にインストールするだけ

・択一問題
・複数選択問題
・はい／いいえ問題
・記入問題
・穴埋め問題

Excel内で様々な形式のテスト
及びアンケートが作成可能

・ナレーションの挿入
3種類の声を使い分ける

・専門用語の読み上げ
・間合いや抑揚の調整
・スライドのメモ欄に
記載した文章を音声化

音声合成機能

MSアドインツール「iStudy Creator NEO」

・MS Officeのアドインツールで誰でも簡単に
コンテンツ作成が可能

・学習スライドへのテスト追加が可能
・用途別にテスト問題の作成が可能
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機能紹介 2.SLAPのご提供（クラウド版／オンプレミス版）

SLAPのご提供は「クラウド版」「オンプレミス版」の2種類です。
ニーズに合わせた導入が可能です。
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クラウド版 オンプレミス版

インターネットを通じてSLAPをご提供します。
導入・サーバメンテナンスは必要ありません。

導入

自社サーバ
クラウド

セキュリティに厳しい場合や自社内で運営したい場合
など、自社サーバに導入することが可能です。



サポート体制は以下のようになっています。

メーカーサポート

運用管理者
（状況確認）

クシム サポートセンター

ソフトウェア
保守

ハードウェア
保守

お客様 システム管理者様

お客様/ご利用者様

運用窓口
(切り分け/一時回答)

運用担当
貴社担当を
設定します。

ｲﾝﾌﾗ担当

問合せ

問合せ・サポート依頼

操作関連の
問合せ

体制

受付時間/
連絡先

平日 月曜日～金曜日 9:30-12:00,13:00-17:00
専用の電話番号をお伝えします。

※祝日、年末・年始および弊社指定休日を除きます。
※問い合わせは、お客様ご担当窓口（管理者）様からのみ受付となります。

24時間365日
メールアドレス:  sup@kushim.co.jp

メール問合せ

専用ダイアル

問合せ
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サポート体制及び連絡先



受講申込

受講コース情報登録

受講アサイン

学習状況確認

受講通知
催促（システム自動送信）

部門長／上長

受講者

研修主催者

コンテンツ元
ファイル作成

・PowerPoint →学習教材

・Excel →テスト、アンケート

コンテンツ作成
（変換）

E-Learningコンテンツ変換

コンテンツ公開

コンテンツ作成関連

研修実施関連

E-Learning研修時の運用フローは以下の通りになります。
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E-Learning研修時の標準フロー



SLAPでは動画コンテンツの登録、配信が可能です（要オプション/Cloud型のみの提供）
「倍速再生機能」も備えているため、自分の学習ペースに合わせて動画視聴が可能です。

※コンテンツは別売りとなります。
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動画配信機能（オプション）



文字だらけのeラーニングでは、受講者の興味を引きません。
当サービスでは、実際にあった事件や判例をモデルにした事例をイラスト、アニメーション、ナレーションでわかりやすく表現。
「こんなことがあったのか」「これはうちの会社でも起こり得るリスクだ」など、受講者が納得感を持って受け入れやすく、印象に残る
eラーニングです。

■受講イメージ

事例 事例の解説 理解度テスト（10問）

ラインナップ（下記コースが1セットになっています）
・パワーハラスメント編 ・セクシュアルハラスメント編 ・情報管理編
・コンプライアンス総論編 ・個人情報保護編 ・下請法編
・メンタルヘルス編 ・マナー・モラル編 ・インサイダー取引編
・著作権編 ・SNS編
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コンプライアンスコンテンツ（オプション）



参考情報

・SLAP紹介ページ

https://www.kushim.co.jp/service/slap

・株式会社クシム 公式ページ

https://www.kushim.co.jp/
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https://www.kushim.co.jp/service/slap
https://www.kushim.co.jp/
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