
コンプライアンスの強化と
社員全員へのベネフィットとしての研修を提供

Provide Comprehensive Compliance Program and

Training for All Employees

1. 全社員のコンプライアンス受講管理で人事係争リスク管理が可能
2. 日系企業向けに特化したコンテンツ50コースを含む、300コース以上の品

ぞろえ。希望のコースを掲載依頼可能
• コンプライアンス、最新人事情報、マネジメントスキル、リーダーシップ、

異文化コミュニケーション、法律、会計など多種目

3. 全社員が視聴できる英語と日本語のコース

4. 飽きさせない多彩な形式と 引き付ける内容のEラーニングコース

5. 社員のスキル開発、社員ベネフィットの提供として最適

6. 社員数によって選べる便利なサブスクリプション形式、受講期限なし

7. 毎月新たなコースを掲載

サブスクリプションプランとコースごとに選べる
The choice of Subscription Plan and “Pick and Choose” Plan

HORENSO Learning Portal



1. アメリカ雇用法ウエビナー(3モジュール) 

2. セクハラ、パワハラ研修 認証コース(日本語)

3. Preventing Workplace Harassment 
認証コース(英語)

4. 2021年人事評価エッセンシャルズ （日本語）

5. COVID-19 ガイドラインとコンプライアンス
(日本語)

6. Antitrust & Fair Competition (英語)

7. FCPA eLearning (英語)

8. マネジメントスキル : 部下への指示の与え方（英語）

9. マネジメントスキル：部下へのフィードバックの与え方（英語）

10. マネジメントスキル：部下がNOと言った場合の返答の仕方（英語）

11. マネジメントスキル：人事考課の基本(2モジュール)（英語）

12. マネジメントスキル：人事考課書の書き方（英語）

13. マネジメントスキル：採用と面接（英語）

14. 米国での節税対策(日本語)

15. Food Protection Course(14モジュール）(日本語字幕)

どうやったら、運営でも人事でも法務でも、堅固な日系中小企業を作れるのか。Waterviewは、ずっとこ
の課題を考えてきました。その答えが、日系企業向けに特化したHORENSOラーニングポータルサイト。

リスク管理✘知識武装で会社を守る
独禁法、腐敗法など、海外で製品やサービスを販売する上での基本的な法律知識、州によって義務付けら
れているセクハラ研修、毎年変化する人事、労務の法律、そしてグローバルでマネジメントする上でのガバナ
ンス情報やスキル。必要ではないですか？訴訟やクレームを回避し、会社を守るための情報やスキルを研修
コースとして全て掲載。その上、次のような悩みを全て解決するのがHORENSO。「海外現地法人における
社員研修を体系づけることが難しい」、「何を研修すべきか？」、「本社と同じ研修を提供すべきか？」「どう
やって、従業員にベネフィットとしての研修を提供するか？」。

日系企業仕様の研修コース(英語、日本語)
HORENSOに掲載されている法律、人事情報コースは、日本企業で実際に問題になったケース、質問が
多く出たケースを、人事コンサルタント、弁護士からの情報を元に制作したものです。また、マネジメントスキル
コースは、米国大企業の人事部出身のコンサルタントが、米企業で新任マネジャーに実施する研修を日本
人が躓くポイントを加味してEラーニング化。英語で作られているので、現地の幹部候補社員と駐在員が、
同じ研修コースを受講できます。

各企業が独自サイトを持ち、職務やランクで研修プログラムを展開可能
HORENSO内に、各企業の独自サイトを作成、他の会社の人がログインできない形になっています。よって
オンボーディングなどの自社向けのコンテンツが掲載可能。もちろん、職層によって研修内容もカスタマイズで
き、受講管理も可能です。セクハラ研修など、州の義務がある研修は、各自が修了認証書をダウンロード。

研修コースの一部（HORENSO 最新カタログリンク–ここをクリック！）

今すぐ申し込む

https://horenso.talentlms.com/catalog
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セットアップ初期費用:$1200

• グループセットアップ

• 受講者リストのアップロード（職級、部署におけ

るグループ分け可能)

• Certificateの設定

• トレーニングプランの作成とアサインメント

• 独自コンテンツのアップロード(別費用）

• 受講催促メール送付(1回まで無料)

プライシング

2022年5月価格：この価格表は予告なく変更されることがあります。

プラン10
月額$519

プラン40
月額$889

プラン100
月額$1499

プラン250
月額$2099

• 従業員数10人
• 超過人数一人

あたり$30

(金額は年一括払いの料
金。月払いは$569)

• 従業員数40人
• 超過人数一人

あたり$25

(金額は年一括払いの料
金。月払いは$949)

• 従業員数100
人

• 超過人数一人
あたり$20

(金額は年一括払いの料
金。月払いは$1579)

• 従業員数250
人

• 超過人数一人
あたり$15

(金額は年一括払いの料
金。月払いは$2199)

• 契約期間は1年です。
• コースコンテンツは随時追加されるほか、ご希望のコースがない場合、そのコースを外部より探して掲載しま

す(別費用)。
• 社内での受講管理コントロールが可能です。 (要トレーニング別費用)
• 独自コンテンツアップロード費用は1コンテンツにつき$500 (Waterview社制作のものを除く)、受講者

の受講結果、推移などのレポートのメール添付での送付は一つのレポートにつき$50、職級、部署ごとの
研修コンテンツグループ分けは2つの職域まで$100、3つ以降は追加で$75、受講者リストの再度のアッ
プロードは$50、受講催促のメールは2回目以降1回につき$200の別費用が掛かります。

お問い合わせは、お気軽にWaterview Consulting Group Inc.
代表 今泉江利子 Eriko@waterviewcoaching.com

914-433-1447 までご連絡ください。

今すぐ申し込む

mailto:Eriko@waterviewcoaching.com


Announcing HORENSO Subscription plan
Risk Management x Knowledge Power

• Best suitable for compliance training to all employees for risk management 

• Over 300 courses of Compliance, latest HR information, legal issues, cross-

cultural communications, management and leadership skill and other contents, 50 
courses are tailored to Japanese companies.

• Most courses are offered in both English and Japanese.

• Engaging contents and various course formats.

• Ideal for developing employee skills and providing employee benefits of training

• Convenient subscription format by the total number of employees, no expiration on 
courses.

• New course will be added every month and you can request the 

courses you want!

HORENSO subscription plan is the most convenient training method focusing on 
Japanese companies’ risk management and employee development. Its contents are 
tailored especially for Japanese companies and new courses are added every month. It 
answers all the questions such as "it is difficult to systematize employee training at overseas 
offices," "We don't know what to train" and "how to provide training as a benefit to ever 
diversifying employees?" This is the most innovative plan to grow and protect Japanese 
companies overseas. 



1. US Employment Law 101 (Japanese) 

2. Sexual Harassment Certification 
Course (Japanese)

3. Preventing Workplace Harassment 
Certification Course (English)

4. 2021 HR Essentials (Japanese)

5. COVID-19 Guideline and Compliance 
(Japanese)

6. Antitrust & Fair Competition (Eng)

7. FCPA eLearning (English)

8. How to Give Instructions (English)

9. How to Give Feedback (English)

10. How to Counter When Your Subordinate Says NO 
(English)

11. Performance Evaluation (2 modules) (English)

12. How to Write Performance Evaluation (English)

13. Recruitment and Interview (English)

14. US Tax information (Japanese

15. Food Protection Course (14 modules) ( English) 

How can we help Japanese companies gain solid knowledge of management, HR 
issues, and compliance? Waterview has been thinking about this challenge for a long 
time. The answer is the HORENSO learning portal site specializing in Japanese 
companies.

Risk management ✘ Provide Professional Knowledge 
Basic legal knowledge such as antitrust law and FCPA are the must-haves for management and salespeople doing 
business overseas. You definitely want to avoid litigation and legal complaints toward your company, so protect 
your employees by taking HORENSO courses and equip them with knowledge of the fundamental laws that your 
business is involves in. We offer sexual harassment training mandated by several states, and don't you also think 
that you want to be up to date with the ever-changing HR and labor laws? HORENSO has them all!  And with 
HORENSO, you can answer the following questions; “It’s too difficult to systematize employee training ", "What 
kind of training courses should be offered?", "Should we provide the same training as the Headquarter in Japan?" 
"How do we provide employee training as a benefit?" 
Tailored course contents for Japanese companies (in both English and Japanese).
The courses offered in HORENSO, such as Legal, HR law, compliance and management skill courses are all tailored 
to Japanese companies.  We created them with HR consultants and lawyers who worked with Japanese 
companies and included those cases they have been inquired about the most. The original management skill 
eLearning courses were actually used at major US companies such as Merrill Lynch, then revised to fit Japanese 
managers’ historical strengths and weaknesses. Many are  in English, which allows locally hired managers and 
Japanese expatriates to learn the same training course.
Unique Learning Site for Each Company.
Each company has its own unique site at HORENSO.  Therefore, the company specific contents such as 
onboarding courses and other in-house training contents can be easily added.  The training programs can be 
customized to fit your company’s requirements, and other regular learning management prompts are offered as 
well. 

HORENSO Catalog（HORENSO Click here!）

Start your 
plan now

https://horenso.talentlms.com/catalog
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Initial Set-up: $1200

• Group set-up and upload employee 

list by department

• Set up certificate

• Company specific contents upload 

(additional cost)

• Development of training plan (add. 

cost)

• Email course expiration notification 

(add. Cost from 2nd notice)

Pricing

This price list is subject to change without notice.

Plan 10
$519

Plan 40
$889

Plan 100
$1499

Plan 250
$2099

• Up to 10 
Learners

• $30 per 
additional 
learner
($569 if billed 

monthly)

• Up to 40 
Learners

• $25 per 
additional 
learner 
($949 if billed 

monthly)

• UP to 100 
Learners

• $20 per 
additional 
learner
($1579 if billed 

monthly)

• Up to 250 
learners

• $15 per 
additional 
learner 
($2199 if billed 

monthly

• The contract period is one year from the signing.
• Courses are added from time to time and you can request courses if you do not find your 

preferred courses in our catalog (add ’l cost depends on the course)
• Administrator key can be offered to manage contents and learners in your company 

(Training fee is additional) .
• Other additional costs:

• Company specific content upload is $ 500 per content (excluding those produced by 
Waterview).

• Creating and forwarding reports : $50 per report.
• Application of training program up to 2 groups  $100, $75 each afterwards.
• Re-uploading the employee list : $50.
• Reminder notice to those who did not complete the course by deadline is $200 from the 

second notice.

Contact Eriko@waterviewcoaching.com
or 914-433-1447

Start your 
plan now

mailto:Eriko@waterviewcoaching.com

