
dana LMS コンサルティング価格

導入コンサルティング 200,000円

①講座コンテンツの事前検証 ②オンライン講座ビジネスの設計 ③オンライン講座カリキュラムの検討

（「独自性」の検証（お客様に選ばれる理由:
事業の方向性、優位性の設定）を行います）

（独自講座開発のポジショニング設定や講座
販売の仕組化検証・共有を行います）

（講座設計（タイトル、概要、テスト実施、
修了証・認定証発行等）の検討を行います）



コンサルティングの基本ワーク

NO. チェックリスト項目 期日 達成 状況
０．帆走型ゴールに向けた双方のステップ共有
０－１ ゴールまでのダーナオンライン講座ビジネス開発の設計図共有
０－２ ３年後までのビジョンの共有
０－３ ３年後から見た現在にやるべきアクションの設定

１．違いを生む違いを見つける自己肯定価値と売れる講座コンテンツの事前検証
１－１ ゴールイメージの可視化共有
１－２ キャリアの棚卸しから強みを発見
１－３ 未来ビジネス設計のためのコンセプトシート作成

２．オンライン講座ビジネスの設計
２－１ WEB競合調査の実施
２－２ お客様成果のイメージ設定
２－３ 独自講座開発のポジショニング設定
２－４ 講座提供者のネーミングとキャッチコピー作成
２－５ 講師プロフィールの設定
２－６ 講座販売の仕組化検証・共有
２－７ 収益プログラムの検討と設定（仮説検証）

３．オンライン講座コンテンツの基本制作
３－１ 講座名の設定
３－２ 複数講座展開の検討
３－３ 具体的な講座紹介文の作成
３－４ 効果の上がる学習フィードバックの設定
３－５ 講座別受講成果の決定
３－６ 講座受講料金の設定
３－７ 講座修了証、資格化の検証
３－８ 講座メニュー表の最終作成
３－９ 継続モチベーションの検証と決定
３－１０ 学習者会員制（月額課金など）ビジネスモデルの検証と設定

①講座コンテンツの事前検証

②オンライン講座ビジネスの設計

③オンライン講座カリキュラムの検討

（「独自性」の検証（お客様に選ばれる理由:
事業の方向性、優位性の設定）を行います）

（独自講座開発のポジショニング設定や講座
販売の仕組化検証・共有を行います）

（講座設計（タイトル、概要、テスト実施、
修了証・認定証発行等）の検討を行います）



関連資料



オンライン講座のディストリビューションチャネル

オンラインスクール

オンラインスクール

Learning Site 
Domain

教育・研修オンラインスクール本部
自社・関連講座提供パターン

受講申込

講座提供または認定

受
講
者

認定スクール向け講座提供

認定スクール受講者向け講座提供

一般受講者向け講座提供

フィージビリティスタディ

認定スクール紹介

書籍・関連情報

Certified Online School（認定スクール）

・講座提供の認定条件（指定講座の受講と認定取得）
・Webinar併用、またはミックス

認定スクール

スクール認定

開催申請

講座提供

資格申請

資格認定

受講申込

受
講
者



オンライン講座の販売パターン

個人向け

受講申込 決済 講座提供

受講履歴 学習進捗 テスト実施

PDF認定証発行

他ＦＡＱ

法人向け

※代表者登録・決済 → 従業員ごとにコード発行により受講
※受講の従業員数に応じた受講料金の設定

LMS

修了証・認定証発行費用

※個人／一人の受講料金の設定

※修了証や認定に関わる発行料金の設定

オンラインスクール

オンラインスクール

教育・研修オンラインスクール本部

Learning Site 
Domain

認定スクール紹介

書籍・関連情報

代理店開発への応用検討



講座構成（シナリオ）のフレームワーク

Opening Title

・動的5～15秒
・資格の名称表示
・ビジュアルと音源

オンライン講座 紹介ムービー

Profile

・講師プロフィール
・講師顔写真
・メッセージ

講座全体の説明

・はじめに
・各章の列挙とポイント
・それでは学びをはじめていきましょう

Chapter Title

・動的5秒～10秒
・各章の名称表示
・ビジュアルと音源

現状 課題 解決策・アイデア 結果・効果 次の展開

PowerPoint

・動的プレゼン
・講師の音声
・テキストから合成音声

画面Capture

・操作シュミレーション
・音声

講演動画

・過去開催の録画済動画

オーサリングパターン

1 2

End Credit

・各動画の終わりに
エンドロール
クレジットを表示

3

はじめに

各章

On-demand ※キャプション挿入か否か。テキストはPDFダウンロード

and 
/ or 

and 
/ or 

Zoom を講座に加えることも可

Webinar / Web研修

※他、音声のみのオーディオ教材

※各章の講座にはリズムを取るため、
音源を挿入



学習ページ（プロトタイプ）

講座タイトル



コースの検討材料

入門編ひとつ。〇〇〇コースは４編から構成。
入門編から順次、コースを開講。

目的：コースの目的をしっかり明記

基礎

拡張

コースタイトル 入門
（ファウンデーション）

コースタイトル 基礎編

コースタイトル 応用編

コースタイトル 拡張編

資格認定対象の講座修了者には認定証が授与されます

各コースは、オンライン講座、Webinar形式の集合研修
（or 年に〇度の実地スクーリング）のハイブリッド型で
実施されます。

取得コースタイトル

それぞれコース修了要件を明記



コースタイトル
目的：受講生のゴールイメージをしっかり明記

講座概要

チャプター
1章：

2章：

3章：

4章：

5章：

担当講師

講師プロフィール
・お名前
・所属会社名
・役職
・プロフィール
・受講生へのメッセージ

受講料金
受講対象者
受講条件

担当チャプター



学習画面事例
受講生のゴールイメージをしっかり明記

学習 ログイン
診療補助の
基本

例） 診療介助歯科助手業務の概要1 2

修了証 合格

・3か月の学習期間内、
何でもチャレンジで

きます

3歯科助手・歯科受付事務 認定講座

3か月の学習期間、何度でも繰り返し学べます

歯科助手の役割と診療室の流れ(AOS0001-01）

口腔と歯の
知識

主な歯科疾患 治療の流れと
介助方法

パソコン学習画面 スマホ学習画面

マイページ
受講生専用 ID でロ
グイン。学習を始め
ていきましょう！



dana LMS コンサルティングでの可視化
ゴールイメージを可視化し、スムーズな構築と運営、必要な人材リソースの提案をおこないます。

導入・構築までをプロトタイプ等で可視化し、クライアント様に具体的なイメージを
醸成いたします。

オンライン講座のディストリビューションチャネル検討

販売パターン検討

講座構成（シナリオ）のフレームワーク検討

学習ページプロトタイプ

修了証／認定証プロトタイプ
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