
キャリアアップ教育訓練を工数・コストを抑えた運用に。

派遣社員様の教育を集合研修・紙媒体から

eラーニングにしませんか？

製造・物流系に特化したeラーニングサービス



派遣社員の研修実績や研修状況の
管理が大変。

教材を探すのも一苦労。
外国人派遣社員への研修用の教材がない。

事業報告書・計画書の書類作成に
工数がかかる。

こんなお悩みはありませんか？



クロスラーニングなら・・・

eラーニングで研修実績も
研修状況も一括管理！
データをCSVで落とすこと
も可能です！

らくらく管理

事業報告書ダウンロード機
能で簡単に抽出できます！
また、事業計画書提出の際
の添付資料となる、
「キャリアアップ教育訓練
スケジュール」
「研修内容詳細資料」を無
料で作成致します！

製造・物流系講座をはじめ、
事務・販売・食品等高品質な
教材を数多くご用意しており
ます！
外国語講座も4ヶ国語対応！
(製造講座のみ：英語・ポルト
ガル語・ベトナム語・中国語)

豊富な講座 無料サポート



キャリアアップ教育訓練の

事業報告書・計画書作成
のサポート無料

クロスラーニングとは

POINT1 POINT2 POINT3

POINT4 POINT5 POINT6

高品質な講座 外国語講座選び放題 アプリ

チャットボット 事業報告書
ダウンロード機能



クロスラーニングは製造・物流に特化したeラーニングのため、実際の工場で
使われている機材・器具の画像・イラスト付きで学習しやすく、労働局の考え
に対応した教材になっております。

高品質な講座

POINT1



クロスラーニングでは、英語・中国語・ベトナム語・ポルトガル語の製造講座を
ご用意しており、自由にお選びいただけます。

外国語講座選び放題

POINT2



2019年7月に、クロスラーニング専用アプリである「スタディ＆連絡アプリ」
（iOS/Android 対応）をリリース致しました。
ご契約企業様は、無料でお使いいただくことができます。

アプリ

POINT3



「スタディ＆連絡アプリ」便利な特長

常にログイン状態を維持できるのでスムーズな受講が可能

プッシュ通知で受講率がアップ

WEBから受講していただくと、毎回専用ページへアクセスしたり、ログインしたりと手間が
かかり、スマホですぐに利用したいのに…というご要望を多くいただいておりました。
アプリでは、起動してすぐに講座を受講できるようになり、よりいつでもどこでもスキマ時
間を利用して受講がしやすくなりました。

プッシュ通知つきのお知らせを派遣社員様に送ることができます。
メールに比べて2～3倍の開封率があるという実験結果もあり、しっかりと受講者様に連絡
することができます。

メッセージ機能でチャット感覚のやり取りが可能

本アプリには、営業担当者様と、派遣社員様がメッセージをやりとりできる機能を搭載しました。
メールアドレスを持っていない派遣社員様にも一斉にメッセージを送れるため、これまで電話な
どで対応されていた連絡の手間を省くことができ非常に便利になっています。



受講者

・ログインができない
・動画が再生されない
・ログイン期間外と出る

チャットボット

よくあるご質問は自動応答が
可能でございます。

オペレーター

自動応答で解決しない場合、
オペレーターとやり取り
することができます。

対応時間

■オペレーター（有人チャット）
平日：10：00～11：30

12：30～17：00
※上記時間外（土日祝含め）は、お問い合わせ
フォームがございますので、そちらをご利用ください。
次営業日にご入力いただいたメールアドレスに
ご返信をさせていただきます。

■チャットボット（自動応答）
いつでもご利用いただけます。

2018年10月より、受講画面・管理画面に「チャットボット」を搭載しております。
受講者様は受講画面より不明点を確認することができますので、ご担当者様の負担
も軽減されます。

チャットボット

POINT4



事業報告書の自動作成

POINT5

集計結果がExcel形式でダウンロードできる。
事業報告書のフォーマットに沿った形で、

各研修講座の受講人数と学習時間の
合計が表示される。

事業所（拠点）・職種・勤務年数ごとに
抽出が可能。



クロスリンクではカリキュラムの作成、事業計画書提出の際に使える講座詳細資料を
無料でお作りしております。
また、事業報告書・計画書の作成のサポートも無料でさせて頂きます。

事業報告書・計画書作成のサポート無料
（キャリアアップ教育訓練箇所のみ）

POINT6



管理者様の工数を圧倒的に削減！

キャリアアップ教育訓練
運用代行サービス



キャリアアップ教育訓練 運用代行サービスとは

カリキュラムの提案
サイト設定

受講者の登録 受講者対象者への周知

未受講者への
リマインドメールの送付

管理者様へ
受講結果の集計・送付

＞ ＞

＞＞



カリキュラム提案・サイト設定
貴社の職種に応じた教育訓練カリキュラムの提案・作成と
サイトの初期設定を行います。

受講者の登録
お客様から頂いた情報をサイトにアップロード致します。
※事前に弊社CSV ファイルのフォーマットにご入力頂きます。

受講者対象者への周知
受講者様にサイトURL・ログインID・パスワードを
メールにてお送り致します。
※メール受信のためのドメイン許可をして頂く必要が御座います。
※メールアドレスがない場合は別途PowerPointのマニュアルを
管理者様にお渡し致します。



未受講者への
リマインドメールの送付

未受講の方へ受講を促すリマインドメールをお送りします。
※メール受信のためのドメイン許可をして頂く必要が御座います。

月初に前月の受講結果をExcelファイルで管理者様に
メールでお送りします。

管理者様へ
受講結果の集計・送付



＼ 他にもこんなメリットが！ ／

01

カリキュラムが
組みやすい

カリキュラムを組む際により
組み合わせしやすい様に、
1～2時間単位の講座が多数！

02

ログイン時間制限機能

教育コストを抑えるため、深
夜手当の時間帯でのログイン
を制限できます。

03 04

サイトカスタマイズ可能

サイトのロゴ、写真、背景色、
メッセージを変更することが
でき、貴社独自の研修サイト
を作ることができます。

同一労働同一賃金をより具体
的に理解できるよう丁寧に解
説している講座を無料搭載し
ています。

06

早期離職アラート
機能搭載

派遣社員様の早期離職対策と
しての自動アンケートの配信
やアンケート結果を基にした
フォローの状況が把握が出来
る機能を無料搭載しています。

07

ストレスチェック
機能搭載

労働安全衛生法の改正によっ
て義務化されたストレス
チェックを派遣社員に対して
行うことのできるストレス
チェック機能を無料搭載。

05

同一労働同一賃金講座
無料搭載

PCはもちろん、スマホ・タブ
レットでも。
いつでもどこでも学習が可能
です。

マルチデバイス対応



サポートも充実しています。

貴社専属のサポート担当者あり 担当者向け機能操作方法の
レクチャー

カリキュラム・講座の変更
も可能

安心のサポート体制



製造・物流系講座の充実

外国語講座の充実

作業工数の削減

事業報告書・計画書作成のサポート
(教育訓練項目のサポート)

システムの充実度

カリキュラムの組みやすさ

講座の品質

クロスラーニング

◎

◎

◎

◎

◎

〇

〇

A社 B社 C社

〇

〇

〇

〇

△

×

△

△

△

△

〇

×

〇

△

△

×

〇

△

×

×

△

他社eラーニングサービス比較



『クロスプレミアム』プラン

+ 自社オリジナル講座の搭載 （別途費用発生）

講座選び放題

・ホワイトカラー系講座
・ブルーカラー系講座
・外国語翻訳講座
クロスラーニング搭載講座を
すべてお使いいただけます。

・職種別カリキュラム作成
・サイト設定
・受講者の登録
・未受講者へリマインドメール送付
・受講結果の集計・送付

運用代行サービス

・同一労働同一賃金講座
・ストレスチェック
・離職防止アラート機能
など、無料でお使いいただける
オプションもご用意しております。

便利なオプション

￥100,000初期費用 ￥55,000/月基本料金

+ID数による従量課金

+
×12ヶ月

－ 1年契約 －



『クロスショート』プラン

+ 自社オリジナル講座の搭載 （別途費用発生）

講座選び放題

・ホワイトカラー系講座
・ブルーカラー系講座
・外国語翻訳講座
クロスラーニング搭載講座を
すべてお使いいただけます。

・職種別カリキュラム作成
・サイト設定
・受講者の登録

運用代行サービス

・同一労働同一賃金講座
・ストレスチェック
・離職防止アラート機能
など、無料でお使いいただける
オプションもご用意しております。

便利なオプション

￥100,000初期費用 ￥55,000/月基本料金

+ID数による従量課金

+
×3ヶ月

－ 3ヶ月契約 －

+ ￥10,000/9ヶ月分休止料金



ID数 金額

0～50 ¥55,000

51～100 ¥67,500

101～150 ¥77,500

151～200 ¥85,000

201～250 ¥90,000

251～300 ¥100,000

301～400 ¥110,000

401～500 ¥115,000

501～600 ¥120,000

601～700 ¥125,000

701～800 ¥130,000

801～900 ¥135,000

901～1000 ¥140,000

1001ID以上の場合は担当者までお問い合わせくださいませ。
※ご利用ID数・・・お支払い対象月にログイン可能となっているアカウント数

（ログイン可能となっている場合、ログインしていないアカウントも課金対象となります）

ご利用ID数別追加料金表



STEP 1

STEP 2

エントリーフォーム（Excel）のご記入
※営業担当にご返送ください。

申込書・覚書をクラウドサインにて取り交わし
※郵送をご希望の企業様は予めご連絡ください。

STEP 3 サイト立ち上げ完了後、メールにてサイトのお渡し
※サイト立ち上げには、5営業日いただいております。

STEP 4
お電話にて、管理画面のご説明
※管理画面を操作しながら、ご説明をさせていただきます。

研修サイトの立上げ依頼から5営業日以内で貴社専用サイトをご利用いただけます。
必要な書類（エントリーフォーム・申込書・覚書）は3種類だけです。

導入までのステップ



管理者マニュアル資料

全体管理者用マニュアル、グループ管理者用マニュアルの2種類をご用意しております。
マニュアルは、管理画面ホームからダウンロードすることが出来ます。

管理画面ホームから
「マニュアル」を
ダウンロード可能。

受講者へのご案内資料

3種類の受講者案内資料（多言語版もあり）をご用意しております。

受講者マニュアル
▶受講者画面の説明書
受講者の方に対する
ご利用に関する説明書

受講案内
▶eラーニングの利用を
始める際の説明書

▶キャリアアップ教育を
受けるメリットの説明書

マニュアル資料



よくあるご質問

Q 締め日・請求日について教えてください。

締め日：毎月月末締めの対応になります。
請求日：請求書は、運用を開始した翌月第3営業日に送付致します。

Q 講座の変更はできますか？

3か月に1度変更が可能でございます。
講座変更月の前月15日までにお申し出ください。

Q スマホ・タブレット・PCを持っていないスタッフは
どうすればよい？

タブレットの貸し出しやスタッフの方を事務所に来て頂き受講頂く、
また複数名のスタッフを集めてeラーニングを使って集合研修を行う
企業様もいらっしゃいます。



14日間の無料デモ体験

クロスラーニングでは、14日間の無料
お試し体験が可能でございます。

ぜひ、良質な講座を一度ご覧くださいませ。

https://crosslink.jp.net/crosslearning/ クロスラーニング

■無料デモでできること

・すべての講座を受講できます

・管理画面を実際に操作できます



ご質問・お問い合わせ先

会社名

設立

役員

所在地

資本金

加入団体

お問い合わせ先

株式会社クロスリンク

2013年4月

代表取締役 江本亮
取締役 澤田有佑

〒222－0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2－5－15
センタービル2階

1億500万円（資本準備金含む）

一般社団法人日本生産技能労務協会 賛助会員
一般社団法人e-Learning Initiative Japan 賛助会員
神奈川県職業能力開発協会 賛助会員

TEL：045-620-5088
FAX：045-620-5089
MAIL：cross-support@crosslink.jp.net
※お問合せ時間 AM10：00～PM16：00（土日祝休）


