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企業研修の課題をオールインワンで解決する、すべての利用者にやさしい
クラウド型eラーニングシステム

ご紹介資料

AZPower株式会社はマイクロソフトパートナープログラムのGold Partnerです。

会社概要

会社名

AZPower 株式会社

代表取締役

橋口 信平

本社所在地

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-10-4 寿ビル7F

設立

2015年3月

資本金

3億3250万円

事業内容

・Azure クラウドインテーグレーション事業
・IoT 事業
・Learning Management System 事業
・Azure 技術支援事業
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AZPower 株式会社は
マイクロソフトパートナープログラムのGold Partnerです。
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事業領域
AZPower株式会社は、お客様のクラウド活用をサポートするクラウドインテグレーターです。
ネットワーク導入からクラウドの活用、クラウドソリューションを提供し、ビジネスに貢献します。
クラウドインテグレーション事業

Azure PaaSを活用した IoT 事業

⚫ オフィスのフルクラウド化

⚫ Azure トレーニング

⚫ IoTプラットフォーム

• Power IoT Platform

⚫ 働き方改革支援
⚫ クラウド活用支援

⚫ Office 365 トレーニング
⚫ ExpressRoute トレーニング

⚫ 閉域 セキュア SIM
⚫ 認証・プロトコル変換

• Power SIM
• Power Connect

⚫ ネットワーク導入サービス

⚫ クラウド人材育成トレーニング

⚫ デバイス管理・データ収集蓄積

• Power Monitor

⚫ クラウドよろず相談

⚫ ハンズオンディープダイブ

⚫ データの視える化

• Power API

⚫ クラウドライセンス（CSP)

⚫ 新人研修トレーニング

⚫ クラウド間連携

• Power BI

⚫ ソリューションマーケット

• ソリューション

• Azure

⚫ デバイスマーケット
⚫ クラウドライセンス（CSP)

• Office 365
• EMS/Intune

• 会議室活用SOL
• 位置情報追跡SOL

• センサーマップ

• Active Directory
ID同期/ID管理

• センサー機器

• ExpressRoute
• 閉域SIM

PaaSを活用した
スピード開発

• Azure Security and Management（旧 OMS）
Azure技術支援事業

Azure PaaSを活用した LMS 事業

⚫ Azureエンジニアの常駐

⚫ トレーニング on クラウド

⚫ Azureエンジニアの育成支援

⚫ 法人向けLMS

⚫ Azure案件へのアドバイザリーサービス

⚫ クラウドライセンス（CSP)
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• PowerSKILL
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Azure の専門家としてお客様に選ばれる理由
AZPower株式会社は、お客様のクラウド活用をサポートするクラウドインテグレーターです。
ネットワーク導入からクラウドの活用、クラウドソリューションを提供し、ビジネスに貢献します。
トレーニングサービス

Azure技術人材提供

Azure構築パッケージ

Azure に関する様々なトレーニングを開催しています。当社がク
ラウドインテグレーション事業で培った構築・運用ノウハウをご
提供することにより、クラウド導入前にお客様が陥りやすい落と
し穴や検討すべきポイントなどを事前に習得いただき、円滑なク
ラウド導入を進めて頂くことができます。

Azure 技術者のトレーニングを行いご提供いたします。当社のア
ドバイザリサービスを組み合わせることにより技術者の後方支援
を行います。

お客様のニーズが多い Azure 活用シナリオをお求めやすい価格で
パッケージ化。「ファイルサーバー (IaaS) 構築Pack」、
「WSUSサーバー (IaaS) 構築Pack」などお客様のクラウド活用
を強力にバックアップします。

クラウドインテグレーション事業

ID管理

ネットワーク

オンプレミスの Active Directory をどのようにクラウド側と連携
し、SSO、アカウント管理の一元化を実現していけば良いのか。
お客様の環境・ご要望をお聞きして5つのパッケージから最適な
プランをご提案いたします。
クラウドインテグレーション事業

PaaSを活用したスピード開発
Azure は PaaS（Platform as a Service）が充実しています。PaaSは、IT
インフラの構築や運用保守が不要というだけでなく、提供されている様々
なツールを組み合わせることで、競合他社との差異化につながるアプリ
ケーションを短期間に安価に開発できます。Azureを熟知した当社の開発
者が、PaaS上でのスピード開発を実現します。

Azure PaaSを活用した受託開発
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Azure技術支援事業
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お客様事業拠点と Azure との接続、クラウド側からのインター
ネット接続環境の構築など、クラウド活用においてネットワーク
は非常に重要な要素となります。当社のネットワークパッケージ
サービスを経験豊富なエンジニアがご提案。クラウドとネット
ワークをワンストップでご提供いたします。
クラウドインテグレーション事業

クラウドインテグレーション事業

マネージドサービス
Azure Monitor/Log Analytics/Application Insights などを活用し
た 24/365 自動監視を行い障害時の復旧作業を行います。
クラウドとネットワークを一気通貫でマネージドすることにより、
障害対応時間の短縮を実現します。

クラウドインテグレーション事業

IoTプラットフォーム

PowerSKILL

Azure PaaS を活用した IoT プラットフォーム「Power IoT
Platform」によりセンサーデバイスを短期間にクラウド接続させ、
センサー情報を BIツールで可視化できます。デバイス管理機能
による M2M 環境の実現など様々なニーズにお応えします。

Azure PaaS を活用した、いま「最も使いやすい」クラウド型
LMS「Power SKILL」。企業内研修の課題をオールインワインで
解決します。

Azure PaaSを活用しIoTプラットフォーム

Azure PaaSを活用したLMSサービス
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PowerSKILL（パワースキル）のご紹介

「PowerSKILL」サービスの変遷

2019年9月より、新サービス、
新ブランドとして誕生

共同事業
（旧：アジュールパワー）
開発・構築・保守・運用

企画・事業主体
電通・ドコモの子会社

ソフトウェア承継

クラウド専有版により
お客様ニーズを踏まえ
カスタマイズ可能なLMSとしてリニューアル
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専有版LMS

SaaS版LMS

企画・事業主体
開発・構築・保守・運用
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「etudes（エチュード）」での実績
etudesは2017年4月のサービスリリース以来、受講生画面の使いやすさと管理機能の
豊富さをご評価いただき、100社以上の企業・団体様にご利用いただきました。
会社・団体名

用途

利用人数

三越伊勢丹HS

派遣社員向け研修

2,000人

三越伊勢丹

新入社員研修

TV放送事業者

グループ全社員向けのコンプライアンス教育

東芝BLS

派遣社員向け研修

ニトリ

グループ全社員向けのビジネススキル研修

（コンビニエンスストア）

外国人アルバイト向け教育

5,000人

（スポーツイベント）

スタッフ向けセキュリティ教育

3,000人

ティップネス

インストラクターのトレーニング

2,000人

ライザップ

インストラクターのトレーニング

1,000人

常磐興産

スパリゾートハワイアンズのスタッフのトレーニング

500人

鳥貴族

店長向け研修

100人

NTTデータユニバーシティ

顧客向けeラーニングサービスの展開

Vantan

専門学校の全授業の反転学習化、動画約4,000本

日本経営協会

顧客向けeラーニングサービスの展開

ラック

顧客向けeラーニングサービスの展開（セキュリティアカデミー）

500人
25,000人
1,000人
10,000人

1万人目標

16,000人
数万人目標
2万人目標

使いやすさ、機能の豊富さはそのままに2019年9月より、PowerSKILLとして新サービスを開始！
専有版、SaaS版を用意。ご利用形態にあわせてお使いいただけます。
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３つの特長

eラーニングの進化プロセスを踏まえて開発した、
数十万ID規模での大規模運用が可能な、クラウド型eラーニングシステム（LMS）

1. 直感的に使えるすぐれたUI/UX
• マニュアルなしで直感的に使える

• 飽きのこないシンプルなインターフェース

2. 少数～数十万人規模の運用を実現
• eラーニングと集合研修（※）を一元管理

• 緻密な管理機能を実装

3. クラウド提供型なのでいつでもどこでも利用
• 動画等コンテンツ配信、エンコードもスムース
• 閉域網でのアクセスにも対応
• 最新のセキュリティー対策
※オプション提供
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ご利用用途
自社内活用モデルでのご利用用途

自社内での様々な研修用途にご利用いただけます。

ビジネスマナー研修

コンプライアンス研修

語学研修

接客研修

新入社員研修

安全研修

スキル研修

新製品ライン教育

サービス提供モデルでのご利用用途

•
•
•
•
•

人材研修会社様
人材派遣会社様
警備会社様
各種トレーニング提供会社様
各種資格取得支援会社様
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クラウド専有版なので自由に拡張。貴社サービスのe-learning基盤としてご活用いただけます。

• 学校法人様
• 官公庁様
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基本機能
基本機能（一部）です。最新のITを活用し、日本の人材育成にフィットするLMSを追求します
LMS（学習管理システム）

教材作成者（講師、従業員等）

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

大規模運用が可能な組織階層
お知らせ機能
進捗管理
受講履歴の蓄積
コンテンツマネジメント
テスト、アンケート、レポート、集合研修（※）
多種多様の研修が可能な権限設定（※）
クラウド
プラットフォーム

• AADによるシングルサインオン

インターネット網による配信

動画、その他ファイルの教材配信
デジタルコンテンツ・教材作成
受講者管理
テスト、アンケート、レポート
進捗管理、履歴管理、名簿作成
社外講師の管理

• 閉域網経由の接続

閉域網による配信

受講者（従業員）
•
•
•
•

ブラウザ版、スマホ最適化
マルチOS、マルチブラウザ対応
最新のUI・UX
お気に入り

•
•
•
•

前回、視聴修了した続きから再生可能
様々な検索機能
SSO(SAML）、O365対応
多言語対応（英語、日本語は対応済み）
※オプション提供

© AZPower Inc.All Rights Reserved.

10

機 能
企業の営業部・現場・人事部・情報システム部等の方々が、eラーニングシステムに求めるニーズを先回り。
人材育成業務を知り尽くしているからこその機能・ノウハウが詰まっています。

SCORM
管理者・受講者の
両方に優しいUI/UX

eラーニングと
集合研修を一元管理

豊富な教材で必須研修も
社員の自己研鑽も

無制限の組織階層管理で
大規模運用が可能

人事システムとの
柔軟なデータ連係

SCORM1.2に対応(*)

抜群のセキュリティ

PC/スマホ/タブレットの
マルチデバイス対応

多言語対応

PowerSKILLを使いこなす
ためのトレーニング

企業に求められるeラーニングの機能をカバー
機能項目

1.社員情報マスタ管理
2.研修カテゴリ管理
3.集合研修（※）

機能概要
社員情報「職種」「職位」「役職」「社員種別」「雇用区分」を登録する機能に
なります。この登録を行うことによって受講割当の際に登録した情報を元に割当
することができます。
作成したコースを分類するための機能になります。カテゴリ分類を作成し、各
コース時にカテゴリ登録いただくと、受講者画面上でカテゴリ検索ができるよう
になります。
開催場所・エリアを登録いただくと、「集合研修」カード登録時に登録いただい
た開催エリアを指定することができます。

機能項目

機能概要

10.ユーザ管理

受講ユーザ情報を登録する機能になります。登録ユーザと所属組織紐づけ、登録ユーザのグ
ループ管理などを行う機能になります。

11.ユーザグループ管理

登録ユーザをグループ化して管理する機能になります。ユーザグループを作成しておくと、受
講割当時に作成したグループをそのまま割当することができます。

12.講師管理

登録された講師（社内・社外）を管理する機能になります。講師プロフィールや講師経験など
を管理することができます。

13.研修コース管理

研修を実施するカリキュラム・教材を作成する機能になります。

14.受講割当設定

作成したコースを、該当するユーザへ割当(受講表示)設定を行う機能になります。

15.受講状況管理

受講状況を確認・管理する機能になります。受講状況に応じて個別にメール配信などもできま
す。

4.IP制限設定

管理者・受講者がPowerSKILLを利用する際の、IPアドレス制限設定を行います。
本設定を行うことで特定IPアドレスからのアクセスしかできなくなります。

5.お知らせ設定

受講者に対してPowerSKILL受講画面において情報配信を行う機能になります。

6.トップページデザイン設定

受講者トップページ画面を設定する機能になります。トップページの「ヘッダ」
「バナー」「コースパネル」「フッタ」表示設定が行えます。

16.権限管理（※）

14種類の権限管理機能（管理画面に搭載されている全ての機能）を自由に付与することができ
る機能になります。例：自分の部署のメンバの受講状況だけ確認することができます。

7.メール送信機能（※）

受講者に対して、指定された曜日・時間にメールを自動配信することができます。
例：受講期間の開始日が近付くと対象受講者にメールが届く

17.タスク処理管理

データ負荷がかかる作業（履歴出力）がエラーにならないように管理する機能になります。

8.問い合わせ管理

受講者からの問い合わせを管理する機能になります。

18.修了証

9.組織管理

会社組織を登録いただくことで、組織に紐づいた受講割当、受講状況確認、権限
管理などが利用できるようになります。

コース受講が完了した受講者へ修了証を発行できます。
発行した修了証は、各受講者のユーザー画面からPDF出力が可能です。

19.パスワード初期化

（※）

パスワードを初期化、再発行する機能になります。

※オプション提供
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セキュリティ＆サポート
Microsoft Azure上で動作する、セキュアなクラウドサービス

Azure PaaS

PaaSを利用

安全なネットワーク環境

高いカスタマイズ性

OS・ミドルウェアレベルのパッチなどセキュリ
ティ管理はMicrosoftRが常時対応。運用コスト
を削減でき、最新のセキュリティー状態を維持
できます。

社内ポータルとのSSOやAD連携等での認証に加
え、社内からクラウドまでの経路もVPNや閉域
網で接続可能。クラウドの手軽さと社内システ
ムのセキュリティを両立します。

お客様専用のAzure環境で「クラウド専有版」
としてご準備します。より高度なセキュリ
ティー対策を施し、他システムとの連携などカ
スタマイズも自在です。

導入・運用・活用を徹底的にご支援
新規導入・リプレイス

規模に応じたスケーリングに対応
初めてeラーニングを導入される企業様へ
のサポートはもちろん、既存のeラーニン
グシステムからの乗り換えやデータ移行の
ご支援も万全です。

© AZPower Inc.All Rights Reserved.

Azure PaaSを利用しているので、規模に
応じた柔軟なスケーリングを実現。スモー
ルスタートから、大規模運用まで徹底的に
サポートします。
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PowerSKILL ご提供プラン

PowerSKILL ご提供プラン
ご利用ID数は、実際にログインしたIDのみの「使った分だけ」課金。
安心してご利用いただけます。
項目/サービス内容

ご利用ID数目安

ご利用いただけるID数の目安です

クラウド専有版

クラウド専有版

スモール

ミディアム

登録ユーザー無制限
月間実利用 100 ID程度

登録ユーザー無制限
月間実利用 1,000 ID程度

SaaS版
～ 100 ID程度

テナント基本利用料 3万円*
（登録ユーザー100ユーザまで）
登録ユーザー数100ユーザ以上
ID数×¥300

22万円前後

75万円前後

（Azure利用料10万円前後*）
月間実利用ID数×¥50

（Azure利用料45万円前後*）
月間実利用ID数×¥50

管理者研修3時間
10万円

100万円前後

100万円前後

月額概算費

ID数に応じた月額の概算費用です

初期導入費

環境構築から実際にご利用いただくまでにか
かる費用です

カスタマイズ

機能等のカスタマイズ

―

○

○

ステージング環境構築

本番環境とは別に、ステージング環境を構築
します

―

―

○

*SaaS版は月額の基本利用料に100ID分の利用料を含み、101IDから1IDごと300円を課金させていただきます。
*SaaS版は下記リソース容量を標準とします。
動画配信
1か月 1ユーザー1GBまで （以降1GB 40円） （13.44円/GB）
ストレージ容量 1テナントあたり 50GB
（以降１GB 500円） （11.20円/GB File Storage）
受講履歴
1年分を保持します。
(お客様にてダウンロード可能です）
動画配信は、プログレッシブ配信、ストリーミング配信どちらでもご選択いただけます
*クラウド専有版は、弊社CSPライセンスでのご提供となります。
*クラウド専有版スモール、ミディアムでの月額概算費の「Azure利用料」はAzureをご利用になられた分の従量課金額の目安をご提示しております。

© AZPower Inc.All Rights Reserved.
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その他のオプション
クラウド専有版オプション費用
オプション機能

初期費用

SaaS版オプション費用

月額費用

初期費用

月額費用

権限管理

¥ 500,000

¥ 50,000

¥ 500,000

¥ 50,000

メール送信機能

¥ 500,000

¥ 50,000

¥ 500,000

¥ 50,000

スコーム機能

¥ 500,000

¥ 50,000

¥ 500,000

¥ 50,000

集合研修

¥ 300,000

¥ 30,000

¥ 300,000

¥ 30,000

修了証

¥ 200,000

¥ 20,000

¥ 200,000

¥ 20,000

コースグループ機能

¥ 500,000

¥ 50,000

¥ 500,000

¥ 50,000

月次レポート機能

OEM事業者向け マルチテナントオプション
オプション機能

初期費用

マルチテナントオプション

月額費用

¥1,000,000

¥ 400,000

初期費用

月額費用

-

-

► オリジナル学習コンテンツ制作

×

► オリジナル学習コンテンツ編集・加工
► 運用サポート、コンサルティング ※

► よろず相談サービス（ご利用開始月のみ）
► トレーニングサービス
※その他費用は内容・要件により別途お見積りいたします。
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PowerSKILL ロードマップ 利用環境イメージ

カタログAPI

他社LMS
MS Learn等

レポーティングAPI

デジタルバッジ（学習履歴の共有）

サービス
提供予定

誰が、いつ、どんなスキルを身に着けたか

Skill マーケット（当社Azureトレーニングコンテンツも含む）
検索・購入・利用・評価が可能
コネクト事業者判断

スキル利用

OEM先
専用マーケット

クラウド専有版
G社

クラウド専有版
H社

クラウド専有版
I社

SaaS版
ライトユーザー、機能検証ユーザー

OEM版
A社

B社

C社
コンテンツホルダーへの提供
マルチテナント環境

D社

© AZPower Inc.All Rights Reserved.

E社

F社
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弊社サービスに関するお問い合わせ・ご相談は下記メールまで

sales@azpower.co.jp

AZPower 株式会社
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目 10-4 寿ビル 7階

