
3分で分かる 
Aidemy Business  

すぐに始められる 
eラーニングプラットフォーム  



近年、様々な企業でICT・データ活用によるDXが推進され、DXを成功させた企業が業

績を伸ばすようになりました。 

 

また、働き方改革や新型コロナによるテレワーク普及の影響もあり、日本中の企業で

DXが急激に関心を集めています。 

 

しかし、DX推進の機運が高まる中、社内のITに対する基礎的な知識不足や、社内業

務へのDX実装力不足など、DXリテラシーに課題を持つ企業も少なくありません。 

 

本資料ではそのような課題を解決するため、AIを中心としたDX人材育成・組織づくりを

支援し、事業成功へつなげるeラーニングプラットフォーム「Aidemy Business」をご紹介

します。
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はじめに 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はじめに 

弊社CMより: https://youtu.be/dmnIauBgaL8

組織変更・担当部署の設置

eラーニングの導入

コンサルティング会社への発注

新システムの開発・導入

色々な変革を実行しているのに、

なぜかDXが現場に浸透しない。

ということはないでしょうか？

https://youtu.be/dmnIauBgaL8


AIを中心としたDX人材育成・組織づくりを支援し事業成
功へ繋げるeラーニングプラットフォーム

Aidemy Businessは、AIを始めとする先端技術の学習をPC・タブ

レット・スマートフォンで行えるだけでなく、 

・組織で効果的に利用するために必要な管理機能 

・習熟度を測るテスト機能 

・学習の目的に合わせカスタマイズ可能なカリキュラム機能 

などを一通り揃えたeラーニングプラットフォームです。 

3

Aidemy Businessとは 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選ばれる3つのポイント 

DXリテラシー向上から専門的な技術まで、いつでもどこでも、学習可能！ 

専門的な技術の学習だけでなく、全社員のDXリテラシー向上にピッタリなAIなど先端技術に関する知識を身につけるこ

とを目的としたコースもラインナップしております。 コース数は現時点で110コース以上あり、パソコンだけでなく、スマート

フォンやタブレットでも受講できるので、 いつでも最新の技術に触れることが可能です。

Point

1 

職種や目的に合わせて、アイデミーがカリキュラムを設計！

豊富な学習コンテンツがあるからこそ、 誰がどのコースをどのような順番で学習すれば良いのかがわからない という課

題が出てきますが、アイデミーが職種や学習目的に合わせてカリキュラムを設計・提案 することで、 

学習効果が最大化されます。

Point

2 

DXプロジェクトを推進するリーダー人材を発掘できる！

Aidemy Businessでは受講生の 進捗管理やカリキュラム、理解度確認テスト など多数の機能があり、  

受講生の成長の把握がしやすいだけでなく、課題意識を持ち、積極的に学習に取り組む人材を炙り出せるので、  

DXプロジェクトを推進するリーダー人材を発掘できます。

 

Point

3 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特徴① 豊富な学習コンテンツ
動画での講義形式のものから、実際に演習をすることでスキルを身につける講座など、全110コース以上を用意。

一部の方向けの専門的な技術の学習だけでなく、全社員向けのDXリテラシーの底上げをすることも可能です。
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特徴② 職種や目的に応じたカリキュラム設計
職種や目的に応じてカリキュラムをカスタマイズできるため、社内の目的に合わせた最適な学習を実現できます。 

カスタマーサクセス担当が、課題感や学習目的
をヒアリングしながら、柔軟にカリキュラムをご
提案いたします。

Point! 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特徴③ リーダー人材を発掘することができる
受講生の学習進捗状況が可視化できるため管理がしやすく、 

また、積極的に取り組む受講生の中から、将来のプロジェクトリーダー候補を発掘することができます。 



利用実績
10万人以上のユーザー様にご利用いただいた実績もあり、コンテンツの分かりやすさやシステムの使いやすさを高く評価

いただいています。 

※日本マーケティングリサーチ機構調べ「経営者から選ばれるNo.1 DX人材育成サービス」
　調査概要: 2021年5月期 ブランドイメージの調査
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DX人材育成の時間的負担に課題 

グローバル競争に勝つため、AIやIoTといった最新技術を使いこな

す人材の社内育成の取り組みをしていたが、 受講の時間的負担

が大きく、希望者が十分に参加できていない状況 があった。 

事例のご紹介：ダイキン工業株式会社 様

導入の背景

詳しくはこちら

■事業内容 
空調・冷凍機、化学、油機、特機、電子システムの製造・販売

■従業員数 
7,036名（単独）

■導入目的 
AI人材育成、AIのビジネス活用  

■Webサイト        
https://www.daikin.co.jp/  

https://business.aidemy.net/ai-can/introduction-daikin/


■事業内容 
空調・冷凍機、化学、油機、特機、電子システムの製造・販売

■従業員数 
7,036名（単独）

■導入目的 
AI人材育成、AIのビジネス活用  

■Webサイト        
https://www.daikin.co.jp/  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時間と場所にとらわれず

自由に学習できるように

一つ一つのスキルが細かく整理されてまとまっていて、 1項目を5
分10分でeラーニングで受講できるため、 時間や場所に囚われず

自由に学習できるようになった。 また、教育環境・コンテンツの整

備、運営の手間がかからず、 低コストで育成ができるようになっ

た。

詳しくはこちら

事例のご紹介：ダイキン工業株式会社 様

導入の結果

https://business.aidemy.net/ai-can/introduction-daikin/
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事例のご紹介：大日本住友製薬株式会社 様

AIの基礎理解の底上げと実践力に課題

2019年度中期経営計画において、デジタル活用を通した新たな

価値創造とオペレーション改革を掲げているが、 AIに関する基礎

的な理解ができていない社員が多く、 社員全員のAIに対する理解

を深めつつ、一人でも多くの実践者を増やす必要があった。

導入の背景

■事業内容
医療用医薬品、食品素材・食品添加物、動物用医薬品等の製造および販売

■従業員数
3,045名 (連結：6,485名) (2019年12月31日現在)

■導入目的
全社員のAIリテラシー向上、 AIを活用した研究の推進

■Webサイト
https://www.ds-pharma.co.jp/       

詳しくはこちら

https://business.aidemy.net/ai-can/introduction-ds-pharma/


12

事例のご紹介：大日本住友製薬株式会社 様

多くの社員が意欲的に受講

テレワークで時間が増えたこともあって、 受講者の多くは意欲的

に、想定を上回るペースで受講を進めている。

導入の結果

■事業内容
医療用医薬品、食品素材・食品添加物、動物用医薬品等の製造および販売

■従業員数
3,045名 (連結：6,485名) (2019年12月31日現在)

■導入目的
全社員のAIリテラシー向上、 AIを活用した研究の推進

■Webサイト
https://www.ds-pharma.co.jp/       

詳しくはこちら

https://business.aidemy.net/ai-can/introduction-ds-pharma/
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社員のAI分野のリテラシー向上が必要

ビジネスパーソンにとって常識的になることが予想されるデジタル

リテラシーの中で、人工知能や機械学習の分野は必要不可欠で

あると考えていた。

事例のご紹介：SOMPOシステムズ株式会社 様

導入の背景

詳しくはこちら

■事業内容 
コンピュータおよび関連機器による情報処理サービスの受託業務  
ソフトウェアの開発受託および販売業務 等

■従業員数 
1,612名（2019年12月現在）

■導入目的 
全社員のAIリテラシー向上

■Webサイト  
http://www.sompo-sys.com/  

https://business.aidemy.net/ai-can/introduction-sompo-sys/
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14

若手向けの教育としてスタートし、

徐々に社内展開

当初はデジタルリテラシーの重要性を伝えつつ 若手向けに実施

し、徐々に全社の希望者向けに展開を進めている。

事例のご紹介：SOMPOシステムズ株式会社 様

導入の結果

■事業内容 
コンピュータおよび関連機器による情報処理サービスの受託業務  
ソフトウェアの開発受託および販売業務 等

■従業員数 
1,612名（2019年12月現在）

■導入目的 
全社員のAIリテラシー向上

■Webサイト  
http://www.sompo-sys.com/  

詳しくはこちら

https://business.aidemy.net/ai-can/introduction-sompo-sys/
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よくあるご質問

Q：契約期間はどのくらいになりますか？

Aidemy Business Cloudは、基本1年間でのご利用契約に

なります。3ヶ月〜1年未満でのご利用も可能ですので、

詳しくはお問い合わせくださいませ。

A：

Q： 研修は全てオンラインですか？

オフライン研修はできますか？

 
オンライン研修が主体となりますが、弊社の認定を受け

たメンターや機械学習エンジニア、製造業の業務課題解

決に知見のあるメンバーの講師派遣も可能ですので、ご

希望の場合はお問い合わせくださいませ。  

A：

Q： 受講者の対象に応じて 

カリキュラムのアレンジは可能ですか？

可能です。例えば、ビジネスプランナー向け、エンジニア

向け、全社的なAIリテラシー対策など、感じられている課

題や業界ごとに最適なカリキュラムを作成・ご案内してお

ります。 

A：

Q： 先端技術テーマを自社専用コンテンツと合わせて

研修に使用したいのですが可能ですか？

可能です。弊社が制作する共通コンテンツに加えて企業

様ごとのオリジナルコンテンツを作成・配信することがで

きます。 

A：
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DXに関するご相談はこちら 

AIを中心としたDX人材育成・組織づくりに関する無料相談を受け付けております。

Aidemy Business活用に関する具体的なご提案もいたしますので、お気軽にご連絡ください。 

お問い合わせ

お問い合わせ

TEL：03-6868-0998 

サービスHP：https://business.aidemy.net/ 

https://business.aidemy.net/contact/
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株式会社アイデミーの会社概要

石川 聡彦（Akihiko Ishikawa） 

先端技術を、経済実装する。 

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1丁目1番地 山甚ビル3F

國吉 康夫 教授（東京大学大学院情報理工学系研究科） 

経営陣, 東京大学エッジキャピタルパートナーズ(UTEC), Skyland Ventures,大和企業投資, 

ダイキン工業, テクノプロ, 古河電気工業, 東京大学協創プラットフォーム開発(東大IPC),千葉

道場ファンド, 個人投資家 

7.72億円（資本剰余金含む。2021/6/21現在） 

88名（アルバイト含む。 2021/5/31現在）

代表取締役 

執行役員社長

CEO 

会社理念

所在地

技術 
アドバイザー

株主

資本金 

従業員数 

加盟団体 


