
eラーニングビジネス支援パック	

株式会社キバンインターナショナル	



eラーニングビジネスを始めたい！でも・・・	
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§ 収録スタジオ　150万円	

§ プロカメラマン　30万円　	

§ 編集　50万円	

§ eラーニングシステム(500ユーザ)　120万円/年　	

	

	 いろいろなコストがかかるんだなぁ。 
	

10時間のeラーニングコンテンツ作成　見積例	



eラーニングビジネス支援パックとは？	
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初期費用0円ランニング０円で始める	

eラーニングビジネス	
パンダスタジオでコンテンツを作って販売しよう！	
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eラーニングビジネス支援パック　実績	

インターネット予備校　べリタスアカデミー	

§  元大手予備校のカリスマ講師陣が全国展開	

地域No.1マーケティング講座	

§  県民性研究の第一人者よる講座	

4dan4 中小企業診断士	

§  中小企業診断士講座人気ナンバーワン講師	

	

子育てコミュニケーション講座	

§  NPOによる講座、お母さんに大人気	

	



レベニューシェアの仕組み	

Page § 5 

コンテンツ売上金から収益を配分します。 
 
 
	

•  講師　30.0%	

•  販売　30.0%	

•  収録スタジオ　30.0%	

•  サーバ代金、決済手数料　10.0% 
	

※比較：書籍の場合	



レベニューシェア早見表	
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自社作成コンテンツだけでなく、他社作成コンテンツの販売も可能です。	
 

講師	 販売担当	 撮影スタジオ	 配分	

自社	 自社	 自社	 90.0%	

自社	 自社	 他社	 60.0%	

自社	 他社	 自社	 60.0%	

他社	 自社	 自社	 60.0%	

他社	 自社	 他社	 30.0%	

自社	 他社	 他社	 30.0%	

他社	 他社	 自社	 30.0%	



Page § 7 

コンテンツビジネスに必要なすべてを、0円で提供	
PC・スマートフォンで閲覧可能	

最新eラーニングシステム『SmartBrain』 

フルハイビジョン、クロマキー合成	

最新機材と技術スタッフ『パンダスタジオ』	

複数商品パッケージ販売、期間限定視聴	

ショッピングカート、課金システム	

eラーニングシステムと連携	

販売用Webサイト	
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お申し込み後の手順	

第1ミーティング	

eラーニングに適したコ
ンテンツであるのかどう
か検討。	

第2回ミーティング　コ
ンテンツ作成方法、年
間売上目標、販売方法

など、この後の進め方
を説明。契約書の締結。	

eラーニングコンテ
ンツの販売。	

サンプルコンテンツ
の撮影。	

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 

（お申し込み方法は最後のページでご案内致します）	

eラーニングコンテン
ツの作成。	
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会社紹介・実績	

§  eラーニング事業	

§  ナマチューケー事業	

§  電子書籍事業	

主な事業	

§  中央官公庁	

§  国立大学	

§  大手生命保険会社	

§  大手金融機関	

§  大手家電メーカー	

§  大手製薬会社	

§  宇宙開発事業者	

§  2700社以上	

取引実績	

§  2009年07月　設立	

§  2009年10月　特定非営利活動
法人日本イーラーニングコンソ
シアム（eLC）加入。	

§  2009年11月　eラーニングシステ
ム SmartBrainを公開。	

§  2010年04月　Ustream課金、ナ
マチューケーサービスを提供開
始。	

§  2010年07月　ソフトバンクBB株
式会社と「eLearning Expo 2.0」
に出展	

§  2010年10月　Ustreamレンタル
スタジオ「パンダスタジオ」を
オープン	

沿革	

§  社会基盤（インフラストラク
チャー）	

§  基盤（マザーボード）	

	

社名の由来	
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私たちがサポートします！	

木済賢治（きさいけんじ）	

§  コンテンツビジネス支援部
シニアマネジャー。大手人
材開発会社で25年のキャリ
ア。教育関連の新規講座、
講師のプロデュースで多く
のヒットを飛ばす。趣味は

ジャズピアノの弾き語り。	

田中康英（たなかやすひで）	

§  eラーニング支援部。読者3
万人以上のメールマガジン
を運営。Webサイト、ブログ
記事10,000以上作成。
TOEIC講座の販売がヒット。
趣味は読書。	

中村央理雄（なかむらおりお）	

§  株式会社キバンインターナ
ショナル代表取締役社長。
日本eラーニングコンソシア
ム理事。eラーニングビジネ
ス支援パック総責任者。講
座プロデュースだけでなく、

講師としても活躍中。	
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こんな貴方にオススメ！①	

資格試験講座やセミナー等の講師をされており、授業や講座等のeラーニング化を検討している方

・パワーポイント資料、もしくはPCに映し出して講義可能な
　資料があれば、あとは弊社スタジオにて撮影頂くだけで、
　直ぐに美麗なeラーニング教材が作成可能です。

・初期費用０（ゼロ）、売上に応じて規定の料金をお支払い
　致します。

・売上按分方式なので、弊社でも開講時にプレスリリースの
　配信やブログでの紹介等でご協力いたします。
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こんな貴方にオススメ！②	

受講生の多くない資格試験、協会、セミナー等を運営しておりeラーニング化を検討している

・初期費用０（ゼロ）で講座開講できますので、高額な開発費
　負担に悩むことなく、教材のeラーニング化が実現可能です。

・SmartBrainのASPプランを利用なので、サーバの運用も弊社
　で実施致します。サーバ運用に関する費用負担はありません。

・これまで都市部での集合研修でしか実現できなった教育を
　eラーニングの力で、遠隔地などにも届けることが可能です。

※売上目標を半年で１００万円、１年間で２００万円と設定しております。
　目標に届かないと思われる場合、本プランの適用ができない場合がありますので、ご了承ください。
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導入事例：中小企業診断士講座（株式会社キートゥサクセス）	

4dan4.jp　中小企業診断士資格支援コンソーシアム
代表：金高誠司　様 
	
4dan4.jpについて 
教育講座の大手、日本マンパワーで8年間、中小企業診断士講座の統括主任講師をした

経験をもとに立ち上げた、eラーニング講座です。	 
 

統括主任講師の役割は３つ。カリキュラム作成。教材チェック。次世代講師の育成。こ

れらすべての責任者をしていました。日本マンパワーで講師になるには、知識があるだ
けではなれません。講師養成講座で学び、さらに講師になった後もお客様の評価が低い

と講師を続けられない仕組みです。その中で培われ、洗練し続けたコンテンツをお届し
ます。	 

eラーニング化にあたりどんな懸念がありましたか 
まずひとつは、診断士受験の市場は小さいというもの、もうひとつは、（金高先生）僕自身、

どっちかというとリアルに向いてる方の講義なのかなと、最後にレジュメ、これが心配でした。	 
	 

-　その懸念はどうやって払拭されたのですか？ 

まずリアルとの差でいくと、これは、リアルと思ってやればいいんやと。（笑）	 
（目の前に）受講者は居ないし、冗談を言ってもリアクションはないけども、そこに受講生が

居るとおもって投げかけてやれば講義として苦はないな。と。	 
	 

それから、診断士の業界は狭いけども、科目合格の制度になったので、独学がすごく増えてる
んですね。どこも通学の学校って苦しい。独学が増えて。それは、こっちにとっては追い風、

機会だなぁ、と。市場は小さいけど、ある程度のシェアを取れるんじゃないかなと。あとはデ

バイスですね。iPhoneとiPad。特にiPad。iPadは行けると思いますね。あと、レジュメはもう
力作業ですね。	 

eラーニングを作成される講師の方にアドバイスを頂けますか？ 
クロマキー合成の映像は綺麗なんですごくいい。凄くいいんですけど、必ず、講師との重な

りがあるので、スペースとか立ち位置とかに気をつける必要がある。レジュメも細かいフォ
ントじゃなくて、22ポイントとか、それ以上のフォントで。フォントを大きくしないとス

マートフォンじゃ見えにくい。	 

	 
自分が収録して、じゃなくて、見た時にどう見えるかと意識しないと厳しいですね。	 

講師の方は、教え方は上手な方が多いと思うんで、どんな風に見えているかを意識しないと
良いものにならないと思うんで、そこは気をつけて。	 

	 
（株）キートゥサクセス　金高先生のインタービューは、以下のコンテンバンクWebサイト

より御覧いただけます。 

 
▼中小企業診断士講座 金高誠司先生インタビュー 

http://contentsbank.jp/?p=5578	 



参考：
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複数商品パッケージ販売、期間限定視聴 

ショッピングカート、課金システム 
（※SmartBrainの該当機能を利用します。）	 

eラーニングシステム『SmartBrain』 教材販売用Webサイト	

『パンダスタジオ』を利用しての教材作成	

応相談：	

※販売用のWebサイトに関して詳細は、別紙資料をご確認下さい。 
　	 

講座開講後の販売支援、コンサルティング	

含まれるもの：	

講座そのものの運営は、コンテンツベンダー（講師）の方にお願いして 
おります。講座内容に関するお問い合わせ、受講者へのサポートサービスの提
供などは適宜お願いいたいます。	

販売促進用イベントの開催	
※受講生や見込み客へのイベント、セミナーについては、本プランに含まれませんが、 
　イベントでのパンダスタジオのご利用に関しては、別途ご相談ください。 
　	 

スタジオ設備出張による撮影	
※パンダスタジオ以外での撮影は機材面等の都合により難しいのですが、	 
　パンダスタジオは日本各地に開設中ですので、遠隔地にお住まいの場合、ご相談ください。	 



参考：スケジュールの目安
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（講義時間10時間程度の講座の場合） 

3日	

アポ 初回打合

7日	

サンプル
撮影

18日	

撮影開始

講師教材準備

14日	14日	

開講撮影完了

・アポイントから3週間での撮影開始を目標

・上記は、講師用の素材（パワポスライドなど）は、既にある程度のものがお手元にあり、若干の手直し程度で
　講義の収録が可能な場合の目安です。講師用素材作成に時間が必要な場合は、講師様のスケジュールに
　併せて開講までのスケジュールを調整させて頂きます。

・初回打合せから概ね２ヶ月での開講を目指しています。
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参考：　eラーニングビジネス支援パックの枠組みで作成した講座の例

http://4dan4.jp/  

http://itpassport.tv/  

中小企業診断士資格講座
PC/スマートフォン向けの動画教材です。無料のユーザ登録でガイダンスと
科目ガイドを受講可能です。

ITパスポート資格講座
PC/スマートフォン向けの教材です。
無料のユーザ登録でガイダンス（動画教材）と知識確認テストを受講可能です。

http://boki123.elearning.co.jp/   

日商簿記検定講座
PC/スマートフォン向けの教材です。
無料のユーザ登録で動画教材を受講可能です。

社会人向けやりなおし英文法講座
ベリタスアカデミーの、電子黒板を利用した授業を体験できます。
PCおよびiPhone/iPad向けhttp://bunpou.com/  

以下のそれぞれのサイトで、無料ユーザ登録および無料講義を公開しておりますので、講座の様子の確認にご利用下さい。 
一部の講座のみご紹介しております。すべての講座は、 http://elearning.co.jp/　で確認いただけます。	
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最高の学びをすべての人に！	

§ 教育に真剣な想いを持っている方、お待ちしています。
§ お申し込みはWebサイトからお願い致します。

§ eラーニングビジネス支援パックWebサイト　から。
http://contentsbank.jp/	
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