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SpeedLMSは、管理者、受講者がシステ

ム操作で迷わないように、できるだけ簡

単にeラーニングのコースが作れて、受講

ができるように考え抜かれたシステムで

す。

Speed
LMS

Ver5

SpeedLMSは2020年にVer5をリリース。
さらに使いやすくなりました。

eラーニングシステムは、お客様の個人情

報、機密情報をお預かりする大切なシス

テムです。SpeedLMSは、情報セキュリ

ティと安定運用を非常に大事にしていま

す。

SpeedLMSは、できる限りわかりやすい、
料金設定をしています。

SpeedLMSは、

徹底的にご利用者の事を考えた、

e ラーニングシステムです。

「使える」eラーニング機能 情報セキュリティと安定運用 わかりやすい料金設定



SpeedLMS サービス概要

5

10年を超えるサービス提供の中で、

多くのお客様にご利用いただいてまいりました。



SpeedLMS サービス概要

「使いやすさ」にこだわったeラーニングシステム！
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管理者にとっても、受講者にとっても迷わず使えるシステムを目指して、SpeedLMSは開発されております。

アイコン操作で簡単にコースが作れる機能や、動画を配信に自動で最適な形に変換してくれる機能、期限間

際の受講者に自動でフォローメールを送信する機能など、できるだけ管理者に負担がかからないように設計

されています。 Proプランではさらに、運用上必要な機能の追加、サービスにあったデザインの変更など、

カスタマイズを自由自在に行う事が可能です。



SpeedLMS サービス概要

「使いやすさ」にこだわったeラーニングシステム！
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スタンダードプラン以上は、SpeedLMS運営事務局

にてサポートさせていただきます。

ご利用時の不明点、受講者からのご質問で分から

ない点など、運用面でのサポートをいたします。

Proプランについては、専任ディレクターが1名つ
き、設計、カスタマイズ、運用などのご相談の対
応をさせていただきます。

eラーニングを初めて導入されるお客さまや、ITに
不安を持たれているお客様でも、安心してご導入
いただけます。

SpeedLMSは機能面だけでなく、お客様がeラーニングを進めるにあたり、

ご不便のないように、サポートにも力を入れております。

SpeedLMS運営事務局 ディレクターによるサポート
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大手企業のセキュリティ基準をクリアした信頼あるシステム
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情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC 

27001:2013）（認証登録番号：JP20/080626）を

式会社ITBeeとして取得しており、全社一丸でセ

キュリティ対策に取り組んでおります。

お客様の大切な個人情報、機密情報をお預かりするために、

ITBeeでは様々な取り組みを行っております。

サーバ構成、プログラムも常にチェックを実施。

日本有数の企業様、官公庁様のセキュリティ基準

をクリアしております。プログラムの開発は全て

ITBee自社内にて行っております。



SpeedLMS サービス概要

大手企業のセキュリティ基準をクリアした信頼あるシステム
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https://www.iij.ad.jp/biz/p2/

パブリッククラウドとプライベートクラウドを融合した
IaaS IIJ GIOインフラストラクチャーP2

◼サービス品質保証制度（SLA）
https://www.iij.ad.jp/biz/p2/sla/

◼サービスインフラのセキュリティ
https://www.iij.ad.jp/biz/p2/security/

◼基準・認証制度への取り組み
https://www.iij.ad.jp/svcsol/certificate/

日本国内に限定し、海外に情報が流

出しないように配慮しております。

※お客様のオンプレ環境へのサービスの

配置も可能です

SpeedLMSを搭載しているデータセ

ンターは、セキュリティと安定性を

考えて、株式会社インターネットイ

ニシアティブ（IIJ社）をチョイス。
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大手企業のセキュリティ基準をクリアした信頼あるシステム
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すべてのプランにおいて、24時間の有人監視を含む、

サービスの監視を行っております。万が一障害が発生

した場合も、有人対応にて、迅速に障害の復旧に努めて

おります。

機能毎にサーバを用意、機密情報が入るデータベースは

外部からの直接アクセスは不可、メンバーを限定するな

どし、万が一にも情報が流出しないように考慮されてお

ります。各サーバは冗長化しており、障害にも強く、お

客様の大事なデータを安全に保管しております。
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Disk利用料

わかりやすい料金設定
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SpeedLMSでは、月額のご利用料金の中に動画配信も含めたすべての機能

（カスタマイズ機能除く）の費用が含まれます。

登録ID数もしくは同時接続数による料金と、Diskの容量による料金のみと

なり、動画の配信においての「流量課金」はございません。

配信時間を気にせずお使いいただくことが可能です。

or

登録ID数プラン

同時接続プラン

月額利用料金

流量課金

※流量課金とは、動画を配
信したデータ量分だけ、
課金される方式です

※ ProプランにてCDNをご
利用される場合は必要と
なります



SpeedLMS サービス概要

わかりやすい料金設定
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登録ユーザ数 500名 （100名程度の同時ログインを可能とする） ✓ ログインIDは社員IDを使いたい
✓ システムからのメールは自社の管理者のメールアドレ

スから送信したい
✓ ロゴやフッターなどは自社のものにしたい
✓ 動画、テスト、アンケートは、登録ユーザ全員が受講

完了する想定
✓ 1人あたり月に5～10時間程度（最大４GB 合計流量

2TB)の動画視聴がある。

動画の登録数 50時間分（約22GB分 画質1Mbpsとして）

テスト 10本

アンケート 5本

ご利用期間 6ヶ月間

SpeedLMS
スタンダードプラン

A社
ユーザー数プラン+動画配信

B社
プレミアムプラン

C社
ユーザーID数プラン

初期費用 無料 15万円 無料 無料

月額利用料 10万6,000円 15万8,000円
11万円

（49万5,000円/年の
専用サーバ代が必要）

12万円

動画配信
流量課金（月額）

無料
15万円

（流量により前後）
無料

3万4,000円
（流量により前後）

SSL費用 無料 7万5,000円/年 無料 無料

同時ログインの制限 制限なし 制限なし
制限あり

（登録ID数に対しての10％・
50同時ログインまで）

制限なし

ロゴ・コピーライト変更 無料 無料 26万4,000円 5万円

お見積り

条件
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多数のコースが一覧表示されるため見やすく、

スマートフォン、タブレットで見てもわかり

やすい画面です。

サマリでわかりやすい管理画面TOP。

左にメニューが統一されており、各機能の行

き来がしやすい画面です。

受講者画面の見た目 管理者画面の見た目
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受講者画面
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管理者受講者

受講者画面のログインからの画面イメージとなります。

受講期間内で、対象となるコースしか、受講者画面には表示されません。
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コース作成機能
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管理者受講者

コース画像を選択、
もしくはアップロード

アイコンをクリックして
コースを作成

ブラウザだけでコースの制作が完結いたします。

ドラッグ＆ドロップとアイコンのクリック操作でコース作成が可能です。

【各種教材の概要】
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動画エンコード（自動変換）機能
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管理者受講者

様々な形式の動画ファイルを画面にドラッグアンドドロップするだけで、

自動的にWeb配信に適した形に変換（エンコード）します。

スマートフォンで撮影した動画を、そのままアップロードして変換することも可能です。

様々な形式の動画ファイル

FLV・MP4・MOV・WMV…など

HLS形式にて、
ストリーミング配信されます
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スマートフォンやタブレットでコース作成
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管理者受講者

SpeedLMSは、スマホやタブレットだけでも、eラーニングのコース作成が可能です。

「写真またはビデオを撮る」から教材を撮影、
もしくは、事前に撮影していた画像を「フォトライブラリ」から選択

「写真またはビデオを撮る」から動画を撮影、
もしくは、事前に撮影していた動画を「フォトライブラリ」から選択

「テキスト」をタップ 「動画」をタップ



SpeedLMS 機能のご紹介

テスト機能
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管理者受講者

SpeedLMSのテスト機能も、アイコンクリックと簡単な入力で、様々な形式のテストを作成することが可能です。

基本設定

• テストの受験回数を制限できます。

• 解答を必須にするか、任意にするかを選択できます。

• テストの時間制限を設けることができます。

※強制的に終了となり、結果画面が表示されます。

ランダマイズ
• 問題の表示順を出題毎に変更します。

• 選択肢の並びが出題毎に変更します。

結果設定

• 合格者のみに設定された解説が表示するか、不合格者に
も表示するか選択できます。

• 結果画面にて、各設問の正解表示のONOFFが選択できま
す。

コメント設定

• テストの開始画面にテストの受講方法やテストの説明を
表示します。

• 合格時に表示するコメント設定します。

• 不合格時に表示するコメント設定します。
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テスト機能
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管理者受講者

受講者側の画面です。テストには、問題や解説に画像を付けたり、合否設定を行うことが可能です。
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ワークアンケート

その他の教材のご紹介
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管理者受講者
アンケート

スライド
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その他の教材のご紹介
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管理者受講者

⚫ 社内のイントラや、YouTubeなどの外部の動画へ、直接リン
クを貼って、動画教材とすることができます。

⚫ ZoomなどのLIVE配信ツールのミーティングURLを設定し、
教材から、LIVE 配信ツールにアクセスすることができます。

いずれも、そのボタンをクリックしたかどうか、受講履歴で確認
することが可能です。

外部リンク 修了証の登録
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コースの短縮URL機能・新着コース、おすすめコース表示機能
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管理者受講者

コースの短縮U R L機能

管理画面のコース詳細より「URL」をクリック⇒コース専用URLがコピーされます。
これをメールや社内サイト等にリンクを張ると、直接コースを起動させることができます。

受講者TOPの❷、❸のエリアに、以下の機能を表示、
もしくは非表示が可能です。

⚫ 新着コース

⚫ 受講期限が近いコース

⚫ おすすめコース

新着コース、おすすめコース表示機能
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サイトカラー・サイト名・ロゴ・フッターーの変更
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管理者受講者

eラーニングシステム全体の色を変えることが可能です。

ロゴやコーポレートカラーにあわせて、ご変更ください。

標準料金の中で、サイト名、ロゴの画像、フッターの文言を

修正することが可能です。

サイトカラーの変更 サイト名、ロゴ、フッターの変更
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利用状況確認・受講履歴管理
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管理者受講者

ログインしているユーザのログイン日時や時間、端末情報など

を表示、管理できます。

各受講者の進捗率、学習の進行状況、テストの点数などの情報

を表示、管理できます。

利用状況確認 受講履歴管理
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開講期間の設定・受講対象者の設定
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管理者受講者

コースの開講期間の設定が可能です。開講前と閉講後は、受講

者にコースが表示されなくなります。

そのコースを受講できる対象を設定できます。

開講期間の設定 受講対象者の設定

▶ 全員
全員が受講対象となります。新規に追加した受講者も
対象です。

▶ グループ
そのグループに所属している受講者のみが受講対象と
なります。

▶ 個別 一人ずつ、受講者を追加していきます。
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お知らせ機能・条件付きメール
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管理者受講者

受講者にお知らせを出すことができます。画面への掲示と、

メール送信を選ぶことができます。

コースに設定することで、進捗状況に応じたメールの自動配信

設定が可能です。メールの自動送信により受講促進につながり

ます。

お知らせ機能 条件付きメール



SpeedLMS Proプランのご紹介
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さらにこんな機能が欲しいという方・カスタマイズされたい方は 「SpeedLMS Pro」 をご検討ください。

オリジナルのデザイン、決済との連携、会員管理機能、顔認証、Live配信など、あらゆる機能の開発が可能です。
専任のディレクターがつきますので、 eラーニングシステムが初めてのご担当者様も安心です。

▼決済管理 ▼多言語化対応 ▼顔認証 ▼ライブ配信

▼研修管理 ▼シングルサインオン ▼ API連携 ▼ IP制限、クラインアント認証
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活用シーン・お客様の声



SpeedLMSの活用シーン
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▋幅広い担当者・業種・業態でご活用いただけます。

▋小規模ユーザーから大規模ユーザーまで、幅広いお客様にご利用いただいております！

官公庁様

50,000名

システムベンダー様

30,000名

総合大学様

8,000名

ITサービス企業様

3,000名

大手商社様

2,000名

コールセンター様

300名



ご利用いただいている企業様の声
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今回、提供したパターンが一つのビジネスモ

デルとして成り立つことが実証されたため、

今後も、顧客企業ごとに御社のシステムを活

用したサービス提供を検討していきたい。

短期間契約OK！料金も安くて安心！

株式会社H様

想定していたより、操作性の高いシステムで、

通常業務が多忙な中でも、あまり運用に時間

をかけることなく、運用できました

未経験でも使いやすい！

A病院様

多忙な介護従事者もオンラインによる研修で、

時間に拘束されず学習出来た。

自分の時間で学習することがメリットになった！

A福祉団体様

初めての運用でも、非常に使いやすかった。

特に、コース制作が思った以上に簡単だった。

運用が簡単で使いやすい！

T株式会社様

集合研修で実施していたサッカーの審判講習

会をオンライン化することで講習の欠席者が

いなくなり、受講率が高まった。

受講者の欠席が０に！

Ｋ協会様

業務の効率化、運営側で使いやすいこと、受講

生にとっても使いやすいこと、お手頃な価格。

費用が安く、受講生も使いやすい！

D協会様



ご活用事例
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教育・研修事業を行うA社のお取組み事例

ITの人材育成 研修・企画を中心に、講師派遣だけでなく、セミナールームでの公開講座も

実施。コロナの影響で研修の中止、集合研修の集客が減少し、eラーニングの導入を行う。

本システムを
導入した背景

300名の新入社員（IT）研修を3週間にわたり実施。

事前学習テキストの配布、事前・事後テスト、アンケートをeラーニングで実施、研修はZOOMを利用。

活用方法

• 事前学習テキスト

• 事前テスト
eラーニング

• 事後テスト

• アンケート

事前学習、テストをeラーニングで実施した事で、ZOOMでの研修時に受講者の足並みが揃い、

効果的な研修が実施できた。



ご活用事例
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職種・業種・
サービス

導入の背景 効果 導入規模

官公庁
庁内のシステムとの連携（人事データベース・シング

ルサインオン）も行う事ができ、オンプレミスでの導

入が可能なeラーニングシステムを導入したい。

庁内のシステムとも問題なく連携しリリース。

コロナ禍の影響もあり、庁内の研修はeラーニングで実

施。1日600人程度の利用者数が約3,000人にまで増加。
約50,000人

諸団体
キャリアカウンセラー、キャリアコンサルタントの育

成と学習支援をテーマとした団体。

一つのシステムで集合研修とeラーニングを一元管理し、

資格取得、更新のため学習時間の効率化したい。

集合研修とeラーニングを一元管理できたことで、受講

者は進捗確認が行いやすくなり、資格取得のための学

習が効率化。

管理者はサービスの提供が効率化できた。

約12,000人

美容業界の
広告代理店

クライアントのサロン・美容院にサロン運営などの研

修を提供。集合研修に参加できないユーザ向けに、セ

ミナー動画の配信。

セミナー動画は、サロン・美容院の従業員からも評価

が高く、ユーザ数も伸びてきている。

新規登録のサロンも増え、広告収入も伸びている。
約40,000人

諸団体
ファンド販売業務や信託受益権販売業務の健全な発展

を目的とした企業が、新型コロナウイルスによう集合

研修の実施を見直し、eラーニング研修への切替を行う。

徐々に受講率も高まり、導入から半年である程度、映

像配信による研修スタイルが認知されたと考えている。

また、集合研修時よりも研修運営にかかる人的コスト

は大幅に削減できた。

約3,000人

ヘルスケア分野の総合
アウトソーシング企業

M&Aによる企業規模拡大に伴う、社員教育の一元化。

グループ企業内での教育プラットフォーム（LMS）を

共通化し、共通した教育コンテンツの配信を行いたい。

グループ内での教育プラットフォームの統一で、グ

ループ間異動への対応もスムーズになった。

また、管理コストも削減できた。
約10,000人



ご活用事例
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職種・業種・
サービス

導入の背景 効果 導入規模

病院（部門）
講演会をZoom録画し、限定公開のYouTubeに公開する

予定だったが、動画配信だけでなく、

テストの実施、受講管理なども行いたい。

テストの実施、受講管理に加え、ID・パスワードによ

る認証が必要なクローズ環境でより安全なオンライン

講演会を実施できる。

集合研修より運営コストが大幅に削減できたことが予

想外の効果。

約400人

諸団体

コロナ禍で実施できなかったサッカー新規審判講習会

をオンラインで実施したい。

新規講習会は5ヶ月/年間で実施されるため、それ以外

の期間はコストを抑えたい。

受講者が受講できるコンテンツを区別したい。

24時間、オンラインでいつでも受講可能となった。

オンライン化した事により、体調不良で受講できない

という事が無くなった。
約100人

諸団体

外国人介護事業者受入環境整備事業として、オンライ

ンによるセミナーを開催したい。

異なるテーマのセミナーに対して、受講者管理、受講

管理を行いたい。

多忙な介護従事者もオンラインによる研修で、時間に

拘束されることなく自分の時間で学習することがメ

リットになった。
約500人



ご活用事例（Proプラン カスマイズ事例）
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ホットペッパービューティーアカデミー様 キャリアカウンセリング協会様

制作の
背景・課題

• 集合研修に参加できないユーザ向けの、セミナー

動画の配信

• PRページを導入サイトに、「動画の視聴」は

eラーニングシステムで運用

効果

集客サイトとLMSのデザイン性を統一することで、

受講者が違和感なくシステムを利用することが実現。

カスタマイズ性を生かして、大幅なデザイン改修を

現在も進行中。

制作の
背景・課題

• 一つのシステムで集合研修とeラーニングを一元管

理（管理者・受講者）

• 講座購入機能とeラーニングの受講をシームレスに

つなぐ

効果

会員専用Myページより、講座の購入、講座購入後の

自動開講を導入し、受講者がストレスなく受講でき

る環境を構築。

また、集合研修とeラーニングを1つの画面での運用

を実現。
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料金プラン・お申込みの流れ



料金プラン比較
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利用料金 ¥0
¥10,000～/月
初期費用無料

¥30,000～/月
初期費用 300,000円～

最大登録ID数 5ID 1000ID 無制限

付属Disk 500MB 5GB（追加可能） 10GB（追加可能）

流量課金 無料 無料
無料

（CDNオプションを付ける場合は別途）

有効期間 最大2か月 無制限 無制限

1コースの上限 Disk内無制限 Disk内無制限 Disk内無制限

1動画の上限 500MB 500MB 無制限

日本国内のデータセンター 〇 〇 〇

SSL対応 〇 〇 〇

メールサポート × 〇 〇

ディレクターによるサポート × × 〇

Pro専用機能 × × 〇

機能のカスタマイズ
（決済、シングルサインオン…他）

× × 〇

とりあえずお試ししたい方

フリープラン

先ずはおすすめ！
基本機能だけでも十分に使える方

スタンダードプラン

自社に合わせたカスタマイズをしたい方

Proプラン



基本ディスク容量登録可能ID数

プラン毎のご利用料金【スタンダードプラン】
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0円 ディスク追加容量オプション

3,000円／10GB・月

同時ログイン数 金額／月

20まで 50,000

50まで 75,000

100まで 120,000

※同時ログイン数プランの場合、登録可能
ID数は1,000までとなります。

※最大20GBまで追加が可能

※最低利用期間：1カ月間

※休眠プラン（5,000円／月）

初期費用

同時ログイン数

or

登録可能ID数 金額／月

1～20 10,000

～50 15,000

～100 20,000

～200 40,000

～300 60,000

～400 80,000

～500 100,000

5G B



基本ディスク容量登録可能ID数

プラン毎のご利用料金【Proプラン】
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300,000円 ディスク追加容量オプション

3,000円／10GB・月

※容量追加 無制限

※最低利用期間：6カ月間

初期費用

同時ログイン数

or

10G B

※（必要に応じて）
カスタマイズ費用

登録可能ID数 金額／月

1~100 30,000

101~200 60,000

201~300 80,000

301~500 100,000

501~1000 150,000

1001~2000 230,000

2001~3000 300,000

同時ログイン数 金額／月

20まで 50,000

50まで 100,000

100まで 150,000

200まで 250,000

300まで 350,000

400まで 450,000

500まで 550,000



お申込み～ご利用の流れ
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フリープラン

スタンダード
プラン

Proプラン

サイトよりお申込み
お申し込み後、ご案内メールが自動で届きま

すので、すぐにeラーニングが開始できます。

※フリープランから、スタンダードプランに直接変更することも可能です。

最短1日～

最短1ヶ月程度～

お問い合わせ サイト作成 ご利用開始

お問い

合わせ

お打ち

合わせ
お見積り ご契約

サイト

作成

ご利用

開始
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Q&A、セキュリティ方針、ご利用環境他



よくあるご質問【Q&A】
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Q. 動画配信は月に何時間くらいまで可能ですか？

A. 配信時間の制限はございません。

Q. 動画配信の流量課金は別途必要でしょうか？

A. 動画の配信において、流量課金は必要ありません。（ProプランにおいてCDNオプションを選択した場合は除きます）

Q. コースを作成するのに特殊なソフトウェアは必要でしょうか？

A.
いいえ、通常インターネットを見ることができるブラウザがあれば、コースの作成が可能です。
※動画の作成、テストの一括作成などにPowerPointやExcelなどがあると便利です。

Q. システムのデータセンターはどこにありますか？

A. 日本国内にございます。IIJ社のGIOというクラウドサービスを利用しております。

Q. 登録可能ID数プランの場合、最大同時ログインはいくつまで可能ですか？

A.
基本的に登録可能ID数の最大値まで、同時ログインが可能です。
※ただし、1000同時ログインを超えての運用が想定される場合は、事前にご相談ください。

Q. パワーポイントを音声付きの動画に変換することはできますか？

A.
パワーポイントの機能で、動画ファイルに書き出していただき、動画ファイルとして
LMSにアップロードすることを推奨しております。

Q. ロゴやコピーライトを変更するのに、費用はかかりますか？

A. 費用はかかりません。お客様ご自身で自由に変更することが可能です。



よくあるご質問【Q&A】
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Q. 一人の受講者が複数の講座を同時に受講しても、受講履歴はそれぞれ残りますか？

A. はい、受講した講座それぞれに、受講履歴が残ります。

Q. グルーピング機能は何階層まで、設定することができますか？

A.
受講者側は「所属」「種別」という2階層まで、グルーピングが可能です。
管理者側は、さらに「所属ユニット」という階層で、「所属」をくくることが可能です。

Q. 動画の早送りを禁止することはできますか？

A.
早送りを禁止する機能はございませんが、動画の視聴完了条件を設定することが可能で、動画の時間に対して、
実際に受講者が〇〇％動画を再生しないと、受講完了にならないという設定が可能です。

Q.
セキュリティの観点から、自社サーバ内にオンプレで環境を構築したいのですが、可能ですか？
また、動画配信サーバもオンプレでの対応が可能ですか？

A.
動画配信サーバも含めて、オンプレでのご提供が可能です。
※オンプレ対応は、別途お見積りになります。

Q. 最低契約期間は何ヶ月からでしょうか？

A. スタンダードプランは「1ヶ月」、Proプランは「6ヶ月」となります。

Q.
toC向けのeラーニングシステムの提供を考えているため、デザインのカスタマイズが可能なシステムを探しています。
デザインカスタマイズは対応できますでしょうか？

A. Proプランでのご契約でしたら、ご要望に沿う形でデザインカスタマイズが可能です。



SpeedLMS セキュリティ方針

44

SpeedLMSは、各社様の数百を超えるシステムチェック等をクリアしてきたシステムとなっております。

（※各社の脆弱性診断も全てOKをいただいております）

株式会社ITBeeは2020年7月に情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を取得いたしました。

セキュリティ基準

について

社内の運用体制
ISMSの基準にのっとり、情報管理を行っております。
※停電対策、入退室管理の整備

アプリケーション
弊社システムをご利用されているお客様が指定した第三者によるセキュリティチェックをクリアして
おります

インフラ
IIJ様の品質保証にのっとっております。セキュリティの高いIIJクラウドサービスを利用しているため、
堅牢なシステムのご提供が可能です。

実施済み項目

の例

◼ バッファオーバーフロー対策の実施
◼ DBサーバは他のサーバ機能と混在させず、DBサーバとして
のみ機能するように構成

◼ クロスサイトスクリプティング対策の実施
◼ DBサーバはインターネットから直接接続出来ない内部セグメ
ントに設置

◼ パラメータ改ざん対策の実施 ◼ 暗号化経路(HTTPS)を利用

◼ セッションのハイジャック/リプレイ/Fixation対策の実施 ◼ ログインIDとパスワードは同じ文字列を受け付けない仕組み

◼ SQLインジェクション対策の実施 ◼ パスワードは英数特殊文字混在8桁以上

◼ ログイン認証用パスワードの暗号化（ハッシュ化）保存対策
の実施

◼ 連続ログイン失敗時にそのアカウントのアカウントロックを
行う仕組み

◼ 外部からアクセスされるサーバでは、提供する必要のない
サービスは停止

◼ IDの発行時やパスワードの問合せの際に発行する暫定パス
ワードは、ランダムな文字列を使用

…他、数百項目の対策を実施

1

2



SpeedLMS の可用性
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項 目 内 容

サービス時間 24時間365日（計画メンテナンス／定期保守を除く）

計画メンテナンス
午前2時～6時の間で必要に応じて実施。
※システムは二重化されているため、瞬断以外のサービス停止は極力起こらないようにいたします。

（サービス稼働率99.99％以上 _2020年1月現在）

Webサーバ
Webサーバは2重化されており、Webサーバ側の障害については、両方同時に落ちない限りは、
稼働し続けます。

DBサーバ
DBサーバはレプリケーションで、コールドスタンバイされており、営業時間内にDBサーバのみに障害が発
生した場合は、数分～数十分程度での復旧が見込まれます。

データセンター
データセンターのネットワーク等に重大な障害が発生した場合、システム前提に影響を及ぼすような障害が
発生した場合などは、24時間以内、可能な限り早くに復旧をさせます。

クラウド品質保証
クラウド側、ハードウェアの品質保証は99.99％以上となります。

http://www.iij.ad.jp/biz/hosting/sla.html#limited_warranty

バックアップ
• DBのバックアップは随時（レプリケーション）＋1日1回外部へバックアップ
• ファイルは1日1回外部へバックアップ

監視サービス

セキュリティーサービス
• ファイアウォール
• ウィルスチェック

キャパシティー管理 CPU、メモリー、HDD、回線等の使用率監視

※なお、以下については、非稼働に含まれません。不可抗力は、以下を例に含みますが、これらに限定されません。

✓ 戦争、内乱、テロリズム、及び暴動などの社会不安
✓ 地震、津波、噴火、落雷、洪水、降雪、及び落石などの天変地異

• 監視サービス（24時間365日）
• 障害検知の連絡（平日 10:00～17:00）
• 障害時の1次切り分け

• 回復サービス
• 障害履歴の管理

✓ DoS攻撃（Denial of Service attack）などの業務妨害
✓ 不正アクセス

http://www.iij.ad.jp/biz/hosting/sla.html#limited_warranty


SpeedLMS ご利用環境
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受講者画面

P C
Windows8.1以降（IE11、Edge各最新版、Google Chrome最新版を推奨）
MacOS 10.7以降（Safari最新版を推奨）

モバイル
（スマートフォン、タブレット）

iOS12以降（Safari最新版を推奨）
Android7以上（Google Chrome最新版を推奨）

※ご利用されるテンプレート、動画やPDFなどの形式によって、必要条件が変わる場合がございます。
※バイルについては、Wi-fiや4G LTEなどの高速回線のご利用をお勧めいたします。
※※ターミナル駅やビルの屋内、高速移動の車内など、通信環境が不安定な場所では、受講がうまくいかない場合がございます。
※Android、iOSについては、一部機種でのOS・ブラウザの動作確認を行っておりますが、ご利用の環境によっては、正しくご覧いただ
けない場合がございます。

管理者画面

OS Windows8.1以降

ブラウザ Windows版 Edge最新版、Google Chrome最新版

※上記以外のブラウザでは正しく表示されない場合や、機能の一部が正しく動作しない場合があります。
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コース制作サービス、
パッケージコースのご案内



eラーニングコース制作サービスのご案内【オプション】
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ITBeeでは、eラーニングのコース制作もお受けいたしております。

1,000を超えるコース制作の実績をもったスタッフが、企画から制作、映像・ナレーション収録まで、

行わせていただきます。



eラーニングコースのご案内【オプション】
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ビジネススキルの自社パッケージコースもご提案可能です。内定者教育に、新人教育に、ぜひご活用ください。

コースリスト

1. タイムマネジメント

2. ロジカルシンキング（論理思考）

3. 問題解決思考

4. ビジネスプレゼンテーション

5. ビジネスマナー

6. Excel基礎

7. アカウンティング

8. 分析思考

9. マーケティング

10. 会議力アップ

11. ストレスコントロール

12. Word基礎

13. ハラスメント予防
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会社概要・お問い合わせ先



会社概要
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名称 株式会社ITBee（アイティービー）

代表 武藤芳樹

本社所在地
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-57-2 ドルミ代々木1001

電話番号 03-6276-7142

設立年月日 2007年10月22日

事業内容

① eラーニング導入に関するコンサルティング業務、及び
コンテンツの企画、作成並びにシステムの開発、保守
運用業務

② eラーニング事業開発支援、アライアンスパートナーに
対するeラーニング事業開発支援、eラーニングパッ
ケージシステムのOEM提供

③ Web関連サービスの企画、制作、開発、販売、運用

認証

情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001:2013）
（認証登録番号：JP20/080626）

ITBeeの事業紹介

「Speed LMS」

eラーニングシステム

コース制作サービス

eラーニング

「スグに使える！
ビジネススキルe講座」

eラーニングコース



お電話でのお問い合わせはこちら

受付時間：10:00～18:00（土日祝日除く）

03-6276-7142

導入無料相談会開催中！

▌毎週火・木 曜日：13:00～13:45

株式会社ITBee

https://itbee.co.jp/

メールでのお問い合わせはこちら

（SpeedLMS運営事務局宛て）

info@itbee.co.jp

eラーニングシステムについて知りたい、

どんな機能があるか知りたい、費用を教え

てほしい、など、様々なご質問に専任ディ

レクターがお答えいたします。

SpeedLMS

お問い合わせ先

https://itbee.co.jp/
mailto:info@itbee.co.jp

