


オンライン

オフライン
オフライン

Before After

オフラインのリアル世界が中心。
オンラインは、ツールという認識。

オンラインが当たり前となり、顧客とつ
ながり続けることが必要な時代へ。

時代背景

オンラインで完結できるものは、ますますオンライン化が加速。
オンライン対応は必須。

（ワンタイムバリュー） （ライフタイムバリュー）

オンライン

（販売の深さ⇒関係の深さへ）



学びの機会のアップデート

量 質 効率/定着率

従来
オフライン中心

今後
オンライン中心

△ ◎ 〇

◎ ◎ 〇
場所、時間に関係なく、
学習と復習が可能。

自身に適したコンテンツを
選択可能。
動画で訴求力向上。

何度でも反復学習が可能。
ただし、学習意欲に比例する。

オンラインがメインの時代には、より個人のスキルが可視化され、顕在化が進む時代。
効率の良い学ぶ環境が必要。

場所、時間に依存。 直接指導で理解力高。
場所、日時が決まっており、
強制的に定着率向上。

拡張性

◎

×

データを取得し、活用。
新しいサービスを創造。

人がアナログ管理で
拡張性低い。



コンテンツ配信プラットフォームの環境

「安く」「早く」「簡単に」「独自に」コンテンツ配信が出来る仕組みが必要。

フリーのプラットフォーム

拡散性は高いので周知には向いている。
収益化がしずらい。
コンテンツが整理されておらず、見づらい。

有料のコンテンツ共有
プラットフォームでの運用

サブスクリプションやコンテンツ有料販売
などで、収益化はしやすい。
ただし、サーバー構築やシステム開発
保守費用で高額な費用が発生。

認知・ユーザー管理がメイン オンラインでの収益化を実現



D dashboardの特徴

シンプル機能

POINT

01
ユーザーを個別アカウント管理。
閲覧LOGデータの取得が可能。
会員削除も簡単操作。

POINT

02
POINT

03
PCから動画などのデジタル
コンテンツを簡単に配信。
個別配信、グループ配信可能。

ユーザーは、PC/iOS端末から
閲覧が可能。
ログイン後、自分に配信された
コンテンツのみが見やすく表示。



運用までの流れ

1 2 3

ユーザー登録 カテゴリー/グループ登録 コンテンツ登録

閲覧ユーザを登録します。 コンテンツを登録するため
のカテゴリ。
閲覧ユーザー登録するた
めのグループを登録。

デジタルコンテン
ツを登録・配信。

運用スタートまで 3ステップ

3時間で自社プラットフォームで、配信スタート可能!!



管理者機能



「契約ステータス表示」
・使用容量
・コンテンツ数
・サービス開始日
・サービス終了日
・ユーザー数

「主な機能」

管理画面の機能

組織ツリーに基づいて、
副管理者を機能を制限
した状態で生成が可能
です。

カテゴリの作成と管理が出
来ます。5階層まで作成
可能。

配信コンテンツごとに
印刷権限の付与
が出来ます。

ストリーミングとダウンロー
ドの選択配信が可能。
ユーザー側で閲覧形式を
選択をさせることも可能。

プッシュ通知の配信が
可能です。

ユーザー指定配信
グループ別指定配信
予約配信

掲示板にニュース配信
が可能です。

ユーザー指定配信
グループ別指定配信
予約配信

コンテンツ新規登録、更新
時にプッシュ通知、メールで
お知らせ可能。

PDF/MP4/EPUB/
URLリンクコンテンツを
配信可能

コンテンツの指定配信
が可能。

ユーザー指定配信
グループ別指定配信



◎ユーザーの取得可能データ。

[LOG 取得項目]
ユーザーID、ユーザー氏名、コンテンツＩＤ、タイトル、カテゴリ、配信方法、配信先、
閲覧開始日時、閲覧時間（実質の閲覧時間）、アクセスＩP、タイムゾーン。

管理画面からLOGの一覧確認とエクスポートができ、学習状況の把握が可能です。

管理画面 閲覧LOG取得機能

どのユーザーが。どのコンテンツを。どのくらいの時間閲覧したか。



◎ WEBブラウザ/iOSアプリの閲覧画面のデザインを管理画面
から簡単に変更できます。
設定時は、プレビューで確認が可能です。

管理画面 閲覧画面デザイン変更機能



閲覧 機能



閲覧システムの機能 「ログイン」

◎三段階認証
WEBブラウザ/iOSアプリから自身のアカウントでログインをします。



閲覧システムの機能 「ライブラリー」 -シンプルデザイン-

「ライブラリー一覧」
登録されたコンテンツが
一覧表示されます。

サムネイル画像をタップするとコンテ
ンツが閲覧できます。
長押しするとプレビューが可能。

カテゴリー別に横並びにコンテンツ
が掲載されます。

「評価」
コンテンツのユーザー評価
平均値を確認することが
出来ます。

「コンテンツ検索」
・コンテンツ名
・掲載グループ名
・掲載者名
・内容説明欄
からコンテンツの検索が出来ます。

「表示形式変更」
コンテンツの表示形式を変
更できます。
繰り度

「コンテンツ並び替え」
コンテンツの並び替えが可能。
全て昇順降順が可能。

-並び替え方法-
・登録日順
・更新日準
・名前順
・本人評価順
・評価平均順
・全ユーザーでの閲覧回数順。

「カテゴリー機能」
表示カテゴリーを設定できます。

「設定」
ローカル情報（ペン、メモ、しお
り）、プッシュ通知履歴、お知らせ
確認が出来ます。



閲覧システムの機能 「閲覧ビュアー」

「ビュアーの6つのツール機能」

「ページ送り機能」
スライドしてページ送りが出
来ます。

「コンテンツ表示」
閲覧したコンテンツが表示
されます。

「しおり」 「全文検索」 「評価」「コメン
ト共有」

「メモ」「ペン」



セキュリティ機能



オリジナルアプリでの運用ができます。※オプション。

自社オリジナルアプリでの運営が可能です。
独自ドメイン、独自デザインでの運用、APP STOREへの登録が可能となります。



利用シーン

社内・代理店教育 オンライン教材販売

オンラインサロン利用
各種協会の学習コンテンツ

の配信

動画配信プラットフォーム
ウェブセミナープラットフォーム

各種教室のオンライン化



詳しくはお問合せください。
TEL：0533-75-6606

MAIL:service@documentdashboard.cloud

代理店も募集中。OEMでも提供できます。

mailto:service@documentdashboard.cloud
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所在地
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愛知県豊川市新宿町1丁目13番地 新宿ガーデン2階
TEL:0533-75-6606 FAX:0533-75-6642

MAIL:info@lak-inc.jp

LAK Innovation Lab:

愛知県豊川市新宿町1丁目13番地 新宿ガーデン1階

東京支社:

東京都新宿区改代町33-17 第2NHビル4F

代表者 代表取締役社長 大橋聖也

事業内容

●クラウド型コンテンツ配信ソリューション「D dashboard」の開発・販売と関連サービスの提供

●各種システムの開発・販売

●産業用ロボットを用いた自動化のご提案

HP

●会社HP：http://www.lak-inc.jp/

●D dashboard：http://www.documentdashboard.cloud/

●LAK STORE：http://store.lak-inc.jp/

主要取引先
コニカミノルタ㈱、コニカミノルタメカトロニクス㈱、コニカミノルタテクノプロダクト㈱、㈱不二越、㈱シムトップス、㈱KMC、重慶
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取引銀行 三菱UFJ銀行、岡崎信用金庫、豊橋信用金庫

アクセス

本社/LAK Innovation Lab：

電車でお越しの方: JR飯田線豊川駅、 名鉄豊川線「豊川稲荷駅」 より徒歩10分

車でお越しの方: 東名高速道路 豊川ICより15分

東京支社:

電車でお越しの方:東京メトロ有楽町線 / 江戸川橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線 / 神楽坂駅 徒歩7分

会社概要

tel:0533-75-6606
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