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大規模運用が可能
ユーザー数 20,000 人の運用実績があります。また、権限を運用に合わせて自
由に作成し、グループ単位の管理を行うなど、小規模から大規模まで、幅広い
ユーザー数に対応した LMS です。

小規模から大規模まで、幅広い小規模から大規模まで、幅広いら 幅広
ユーザー数に対応ユ 対ザ 数に対応ユユユユユユユユユユユユ

お客様に寄り添ったカスタマイズ対応
既存システムとの連携、デザインの変更、オリジナル機能の追加など、ご依頼に
応じたカスタマイズを行えます。 ※別途費用がかります。スタ イズカスタマイズたカスタマイズをタ をズををズををズをををズをズを

ver 3.0

ver 3.0

スマートフォン端末での学習に対応
PC はもちろん、スマートフォン・タブレットでも学習できます。
途中で “圏外” になっても学習した履歴が消えることはありません。

リーズナブルな価格設定
登録している教材の数や利用状況に限らず価格は一定です。
そのため、毎日の利用料金を気にせず、安心してご利用いただけます。

eラーニングを強力にサポートする、学習管理システム（LMS）

https:/ /satt . jp

記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
記載は 2020 年7月現在のものです。掲載されている内容、画面等は、予告なく変更される場合があります。

（2007force）

エスエイティーティー株式会社
〒101-0061
東京都千代田区神田三崎町 1-3-12 水道橋ビル 8 階
Tel. 03-5259-3390　Fax. 03-5259-3366

登録組織 :

登録範囲 :

エスエイティーティー株式会社 
開発事業部、営業コンサルティング事業部
開発事業部における eラーニングサービス提供事業
企業向けシステム開発・保守事業

■プラン

■購入

 ※サポート 20

□含まれるもの
smart FORCE本体  /  Adobe ColdFusion  /  サポート20※

価格についてはお問い合わせください。

管理者向けのお問い合わせ対応を年更新で行います。
運用時に発生する管理者の疑問に smart FORCE 開発元の SATT 社員
がお答えします。

https://satt. jp/go/force/

https:/ /satt . jp

■エスエイティーティー株式会社について
SATT は駿河台学園グループの一員として四半世
紀にわたり多くの法人企業・学校さまに向けて ICT
教育の導入支援を行っています。

info@satt. jp
03-5259-3390

お問い合わせは SATT まで

SCORM 1.2  / SCORM 2004
■SCORM 対応

 ※2 年目以降必要です。

smart FORCE アップデートファイルのご提供
メールおよび電話でのサポート × 20 件
1年間（年更新制）
お問い合わせください。

サポート内容

契 約 期 間
更 新 費 用

プラン 1000
プラン 2000
プラン 3000

登録人数 １名～1000名
登録人数 1001名～2000名
登録人数2001名～3000名

Adobe ColdFusion のサポート更新は、別途アドビ システムズと契約する必要が
あります。

※ 3001名以上の利用についてはご相談ください。
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OS X

Microsoft Windows Server 2012 R2（64bit）
RedHat Enterprise Linux Server 7（64bit）
IIS 8.0、Apache 2.4
MySQL 5.7（64bit）
Adobe ColdFusion 2016（64bit）/ 2018

OS Windows
Mac
Windows
Mac

■動作環境

□クライアント環境（PC）

□クライアント環境（スマートフォン・タブレット）

□サーバー環境
OS

Webサーバー
データベース
アプリケーション

iPhone / iPad iOS 12 / 13
Android 7 以上

IE 11、Edge、Firefox 、Chrome
Safari 

ブラウザ

OS端末
Android端末

最新の情報はweb サイトにてご確認ください。 



■導入支援サービス（有償）

smart FORCE のセットアップを SATTで行うため、よりスムーズに導入できます。
サーバーやシステムに詳しい方が常駐していない企業・学校さまにおすすめです。

●出張インストール代行
smart FORCE の開発元であるSATT の社員（エンジニア）が現地にお伺いして、
smart FORCE のインストールを代行します。

●サーバーセットアップ ＆ 発送
最適なサーバーを準備し、smart FORCE をインストールしてご指定の場所に発送します。
（ハードウエア / smart FORCE / インストール作業  含む )

（出張トレーニングもしくは SATT にて実施 )

●トレーニング
システムの使い方について学べる管理者トレーニングを行います。

ス マ ー ト フ ォ ー ス

smart FORCEは、
企業や組織団体での eラーニング運用を強力にサポートす
る学習管理システム（LMS）です。

一般的なWindows PC はもちろん、Mac、スマートフォン、
タブレットにも対応し、時間や場所の制限なく学習できま
す。

学習状況に合わせてメールを送信したり、掲示板で意見交
換を行うなど、柔軟な eラーニングの運営を実現します。

■smart FORCE 主な機能

smart PREO 　     なら、企業体制(会社組織)
に合わせた階層管理や機能を制限した管理
者の作成など、導入目的・運用に合わせて、
柔軟な設定・変更が可能です。

smart FORCE
 フ ォ ー ススマート

 一人一人受講者を登録することはもち
ろん、CSV 形式で一括登録もできます。

受講者登録

■管理者機能

コースごとの受講状況が一覧表示され、未受講、
受講中、受講済などの情報が一目で確認できます。

ダッシュボード

登録された受講者全員に向けて、お知らせを掲載
できます。

お知らせ表示

3 通りの方法で教材の登録が行えます。
1. SCORM形式の教材パッケージをインポート登録
2. コースの章構成を自由に設計構築し、異なる教材
を組み合わせて登録

3. 履歴を取る必要が無い閲覧用コンテンツの登録も可能
です。

学習教材登録

受講者別・グループ別・権限別など、絞り込んで教材
を割り付けできます。また、マトリックス形式で簡単
に割り付けもできます。

教材の割り付け

受講者別、グループ別、教材別、テスト結果、受講状
況など、表示形式を選んで受講レポートを表示、もし
くは CSV 形式でダウンロードできます。

受講状況の表示

学習コースに受講参加している受講者同士の
意見交換が行えます。

掲示板

受講状況に応じたメールを送信できます。
メール文はひな形として保存できます。

通知メール

CSV

■その他の特長
●PC ⇔ スマートフォンの相互学習
PCの続きをスマートフォンで継続して
学習できます。

●権限を自由に作成
「受講管理者」、「履歴管理者」、「教材作成者」など、
必要な権限を運用に合わせて作成できます。

●カスタマイズに対応
既存機能の仕様変更、新規機能の追加、他シス
テムとの連動など、利用シーンに応じてカスタ
マイズできます。
※別途費用がかります。

●修了証の発行
学習が完了・合格したら修了証明書を
表示します。レイアウト変更などのカ
スタマイズも可能です。

■受講者機能

ユーザー情報の他、管理者からのお知らせ、各
種新着情報、コースごとの受講状況等が確認で
きます。

ダッシュボード

受講可能なコースと、対応端末（PC、スマート
フォン）等を一覧で確認できます。

受講情報
コース参加者と意見交換が行えます。
掲示板

機能 UP!

学習者（受講者）画面は Flash から最新のHTML 5に変更することで、より多くの
環境で受講できるようになりました。
メールごとに配信日時の予約を設定できるようになりました。
『受講者へのお知らせ』がグループ単位で表示できるようになりました。部署ご
とにお知らせするなど、組織に合わせて利用ができます。

テスト問題・クイズ形式の eラーニング教材を簡単に作成できます。教材の制
作は専用の Excel で編集するだけです。

ビデオとプレゼンテーションを組み合わせて eラーニング教材を作成できます。
PowerPoint を変換して利用でき、既存のプレゼン資料を有効活用できます。

PowerPoint から講義型の eラーニングコンテンツを簡単に制作できるツール
です。PC・スマートフォン・タブレット対応です。

アンケートを作成して集計するツールです。 

講義解説型

クイズ形式型

スライド講義型

アンケート作成

smart FORCE で使える教材製作ツール


