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はじめに、新型コロナウイルス感染症
りお見舞い申し上げます。
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■「LaKeel Online Media Service
「利用率が思うように上がらない、思ったほど効果が出ない」というこれまで
の e ラーニングの課題を解消する、企業向け動画配信型教育サービスです。
マートデバイス
利用できるよう
度を測定することで、より高い学習効果が得られるマイクロラーニングと呼ば
れる最新の学習メソッドを提供します
 
 
■無償公開の経緯
世界規模で
く、感染方法
ーズ無償公開
これまで多くの方々に
ます。 
感染拡大の抑制に向けて引き続き皆さまのお役に立てるよう、
の無償公開期間を
有効な感染
 
 
■無償公開コンテンツ

 インフルエンザ
 インフルエンザ
 正しい手洗いとは？
 正しい手洗いの手順
 手洗いの効果と役割

 
■無償公開概要

 無償公開期間：
 お申込み方法：

       
       

 

News Release

マイクロラーニングツール

無償公開
はじめに、新型コロナウイルス感染症
りお見舞い申し上げます。

ラキール（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：久保
Service」の「インフルエンザ

LaKeel Online Media Service
「利用率が思うように上がらない、思ったほど効果が出ない」というこれまで

ラーニングの課題を解消する、企業向け動画配信型教育サービスです。
マートデバイスを活用し
利用できるよう 3 分程度の動画コンテンツを使用。
度を測定することで、より高い学習効果が得られるマイクロラーニングと呼ば
れる最新の学習メソッドを提供します

■無償公開の経緯 
世界規模で新型コロナウイルス

感染方法や対策が類似する代表的な感染症であるインフルエンザの感染
ーズ無償公開しておりました

多くの方々に

の抑制に向けて引き続き皆さまのお役に立てるよう、
の無償公開期間を 1 ヶ⽉延⻑し、
有効な感染予防の知識を習得

無償公開コンテンツ 
インフルエンザ
インフルエンザ
正しい手洗いとは？
正しい手洗いの手順
手洗いの効果と役割

無償公開概要 
無償公開期間：
お申込み方法：
       
       

Release             

マイクロラーニングツール
インフルエンザ

無償公開期間を
はじめに、新型コロナウイルス感染症
りお見舞い申し上げます。 

（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：久保
「インフルエンザ

LaKeel Online Media Service」
「利用率が思うように上がらない、思ったほど効果が出ない」というこれまで

ラーニングの課題を解消する、企業向け動画配信型教育サービスです。
を活用し、昼休みや休憩時間などの隙間時間を有効に・手軽に

分程度の動画コンテンツを使用。
度を測定することで、より高い学習効果が得られるマイクロラーニングと呼ば
れる最新の学習メソッドを提供します

新型コロナウイルス感染が拡大するなか
や対策が類似する代表的な感染症であるインフルエンザの感染
しておりました。 

多くの方々に視聴していただき、配信

の抑制に向けて引き続き皆さまのお役に立てるよう、
ヶ⽉延⻑し、2020

の知識を習得していただき、この動画が健康維持の一助とな

 
インフルエンザ“感染の仕組みと怖さ”
インフルエンザ”なぜ手洗いが重要なの？
正しい手洗いとは？ 
正しい手洗いの手順 
手洗いの効果と役割 

無償公開期間：2020 年 2
お申込み方法：以下 URL
       「インフルエンザ
       https://om

             

マイクロラーニングツール
インフルエンザ

を 2020
はじめに、新型コロナウイルス感染症(COVID

（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：久保
「インフルエンザ動画」無償公開

」とは 
「利用率が思うように上がらない、思ったほど効果が出ない」というこれまで

ラーニングの課題を解消する、企業向け動画配信型教育サービスです。
、昼休みや休憩時間などの隙間時間を有効に・手軽に

分程度の動画コンテンツを使用。
度を測定することで、より高い学習効果が得られるマイクロラーニングと呼ば
れる最新の学習メソッドを提供します。 

感染が拡大するなか
や対策が類似する代表的な感染症であるインフルエンザの感染

いただき、配信

の抑制に向けて引き続き皆さまのお役に立てるよう、
2020 年 5 ⽉
いただき、この動画が健康維持の一助とな

“感染の仕組みと怖さ”
なぜ手洗いが重要なの？

2 ⽉ 3 ⽇（⽉）〜
URL の「無料視聴

「インフルエンザ動画
om.lakeel.com/

             

マイクロラーニングツール「LaKeel Online Media Service

インフルエンザなどの感染
2020 年 5 ⽉
(COVID-19)に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心よ

（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：久保
動画」無償公開期間を延⻑

「利用率が思うように上がらない、思ったほど効果が出ない」というこれまで
ラーニングの課題を解消する、企業向け動画配信型教育サービスです。

、昼休みや休憩時間などの隙間時間を有効に・手軽に
分程度の動画コンテンツを使用。e ラーニングを使って理解

度を測定することで、より高い学習効果が得られるマイクロラーニングと呼ば

感染が拡大するなか、ラキールでは
や対策が類似する代表的な感染症であるインフルエンザの感染

いただき、配信先企業数 1,500

の抑制に向けて引き続き皆さまのお役に立てるよう、
⽉ 31 ⽇までといたします。

いただき、この動画が健康維持の一助とな

“感染の仕組みと怖さ” 
なぜ手洗いが重要なの？” 

⽇（⽉）〜 2020 年
「無料視聴 ID 申し込み」

動画希望」とご記入の上、
.lakeel.com/ 

             

LaKeel Online Media Service

感染症対策
⽉ 31 ⽇まで

に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心よ

（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：久保 努、以下「ラキール
延⻑しました

「利用率が思うように上がらない、思ったほど効果が出ない」というこれまで
ラーニングの課題を解消する、企業向け動画配信型教育サービスです。

、昼休みや休憩時間などの隙間時間を有効に・手軽に
ラーニングを使って理解

度を測定することで、より高い学習効果が得られるマイクロラーニングと呼ば

ラキールでは感染
や対策が類似する代表的な感染症であるインフルエンザの感染

1,500 社超、再生回数

の抑制に向けて引き続き皆さまのお役に立てるよう、当初予定していた
までといたします。

いただき、この動画が健康維持の一助とな

年 4 ⽉ 30 ⽇（木）
申し込み」より、問合せ内容詳細に

とご記入の上、お申込みください

             

LaKeel Online Media Service

対策動画 
⽇まで延⻑

に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心よ

努、以下「ラキール」）は、「
ましたのでお知らせいたします。

「利用率が思うように上がらない、思ったほど効果が出ない」というこれまで
ラーニングの課題を解消する、企業向け動画配信型教育サービスです。ス

、昼休みや休憩時間などの隙間時間を有効に・手軽に
ラーニングを使って理解

度を測定することで、より高い学習効果が得られるマイクロラーニングと呼ば

感染予防に有効な知識をお届け
や対策が類似する代表的な感染症であるインフルエンザの感染症対策

超、再生回数 27,000

当初予定していた 2020
までといたします。 

いただき、この動画が健康維持の一助となれば幸いです。

⽇（木）2020 年
、問合せ内容詳細に

お申込みください

             
2020 年 3

株式会社ラキール

LaKeel Online Media Service」
動画 
延⻑します 

に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心よ

」）は、「LaKeel 

のでお知らせいたします。

に有効な知識をお届け
対策アニメ動画

27,000 回超となっており

2020 年 4 ⽉ 30

幸いです。 

年 5 ⽉ 31 ⽇（⽇）
、問合せ内容詳細に 

お申込みください 

             
3 月 30 日  

ラキール  

 

 

」 

 
 

に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心よ

LaKeel Online 

のでお知らせいたします。 

に有効な知識をお届けすべ
を全シリ

超となっており

30 ⽇まで

⽇（⽇） 

             
 

 

 

 

             



                            

【株式会社ラキール】 
「デジタルネイティブカンパニー」として、投資効率の高い製品/サービスによ
ってお客さまのビジネスに貢献してまいります。 

商号 株式会社ラキール 
創立 2005 年 6 ⽉ 

代表者 代表取締役社⻑ 久保 努 
資本金 301,865,000 円 
所在地 東京都港区愛宕 2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー33 階 

事業内容 LaKeel 事業 
従業員数 単体：414 名 連結：504 名（2019 年 4 ⽉ 1 ⽇現在） 
企業 URL https://www.lakeel.com/ 

 
■本件に関するお問合せ先 
株式会社ラキール 
営業本部 
TEL：03-6441-3859   FAX：03-6441-3865   Email：marketing@lakeel.com 


