こんぷらサポート便
監修：大久保達 弁護士、小堀光一 弁護士
仕様：メール配信+WEBサイト（ダウンロードサイト）
※動作環境については弊社WEBサイトをご覧ください。
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※1,001名〜の価格についてはお問い合わせください。

コンプライアンスマガジン

配信タイミング
●ニュース・キーワード・クイズ・Q&A・
事件ファイル・脳トレコーナー

年24回（毎月2回）
※Q&A・事件ファイル・脳トレコーナーは月1回

●法制度を図解で解説

法制度図解資料

形式

●コンプライアンス研修で使える
集合研修用のPPT資料

年2回
年2回

PDF

（9・3月）

●アンケート投稿募集のネタ集

年2回

WORD

（5・11月）

●コンプライアンス活動事例紹介

年2回
年6回

●コンプラ今と昔

年6回
年4回

※コンプライアンスマガジンにて配信

年4回

※コンプライアンスマガジンにて配信

WORD

（5・8・11・2月）

●間違い探し

WORD

（6・9・12・3月）

●キーワード・クイズ・Q&A・
事件ファイルのバックナンバー

バックナンバー

WORD

※約900本を収録以降、
月2回追加
※年1回法改正を反映して内容更新

※こちらのコンテンツは
メール配信はありません

●約1,600点収録

イラスト集

PNG

以降、
コンプライアンスマガジンのイラストを都度収録

アンケート・チェックシート

●意識アンケート・チェックシート・
報告書のテンプレートを収録

TEL

WORD／EXCEL

0120 203 694

FAX

第一法規

商品の詳細・お申し込みは

検

東京都港区南青山2‑11‑17 〒107‑8560

こんぷらサポート便
が解決します！
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※弊社担当社員に直接ご連絡いただくか、フリーダイヤルをご利用ください。
※フリーダイヤル
（TEL）
：受付時間は土・日・祝日を除く9：00 〜17：30 とさせていただきます。
※フリーダイヤル（FAX）
：24時間受け付けておりますので、併せてご利用ください。
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こんな悩みを

年4回

※コンプライアンスマガジンにて配信
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WORD

（4・7・10・1月）

●クロスワード
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WORD

（5・7・9・11・1・3月）

●トリビアクイズ
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WORD

（4・6・8・10・12・2月）

啓発活動推進ツール
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PDF

（8・2月）

●啓発シート
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PPT

（6・12月）

●啓発活動推進マニュアル

そんな悩みを抱えるコンプライアンス担当者の方に朗報です！

WORD

（4・7・10・1月）

集合研修ツール

コンプライアンスの啓発活動はやっぱり難しい

WORD／テキスト

年4回

ຬߩ
ߛ߆ࠄ␠ ࠆ
ᔃߦᱷ

こんぷらサポート便

価格：本体120,000円+税／年間（1〜1,000名利用の場合）

配信コンテンツ
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当

〈490350〉 ［1903］
こんぷサポ便改（490359）2019.3 SE

こんぷらサポート便は、
コンプライアンスコンテンツ利用許諾サービス（メール配信、ダウンロードサイト）です。

こんぷらサポート便は、 社内イントラ

社内メールマガジン

社内報

などに利用できる、コンプライアンス啓発コンテンツを提供します！

社内のコンプライアンス啓発活動を行う、あらゆる こんぷら担当者 を サポート
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メールマガジンを使って！
ダウンロードサイトを使って！
簡単にオリジナルコンプライアンス

こんぷらサポート便
公式キャラクター しっかりワン・うっかりニャン

研修ツールが完成！

『コンプライアンスマガジン』は、

ここが
同じ内容のマガジンが、
４種類用意されています！
ポイント！ ①そのままメール本文に張り付けて使える「汎用版テキスト」

豊富なコンテンツで
日常的なコンプライアンス

②そのままメールに添付して使える「汎用版」

啓発活動が可能！

③自社名や部署名を書き足せる「社名追加版」
④自社規程等を書き足せる「規程等追加版」

社員のレベルや用途に合わせて
カンタンに資料を作成できるから、とっても便利！

そのまま、もしくは簡単に
加 工して 、自 社 の 状 況 に
あわせてご利用が可能！
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パワーポイント資料

ここが 『集合研修ツール』のパワーポイント資料を使えばすぐに
ポイント！ 研修がはじめられます。また、研修の前に『アンケート

社員に楽しくコンプライアンスを周知できるツールをご用意！
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クロスワード

チェックシート』で意識調査をして、より研修の効果を

間違い探し

高めることもできます。

コンテンツを組み合わせることで
自社に合った研修ができます！

脳トレで
コンプライアンスが身に付く！
楽しみながら、
知らず知らずのうちに
コンプライアンスの
知識を得られます。

コンプラ今と昔
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啓発シート
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ポスター作成例

昔話やおとぎ話を題材に、

インパクトのある絵で、

コンプライアンス的に

やってはいけないことが

問題のある行動を

パッと見てわかります。

わかりやすく例示します。

日本語版・英語版をご用意。

ここが 『イラスト集』には著作権フリーのイラストが、1,600点
ポイント！ 以上入っているから、ポスターなどをすぐに作成できま
す。毎月テーマを変えてポスターを作ればマンネリ化も
防げます。

社員の目に自然に入るから、意識しないで
コンプライアンス啓発が可能！

コン テン ツ は 全 て 弁 護 士 が 監 修して い ま す 。

