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アイテックはこれからの社会を担うIT人材の育成を通じて社会の発展に貢献します。

1983年（昭和58年）に、国内の民間事業者として初めて、情報処理技術者向けの国家試験「情報処理技

術者試験」のための教育サービスを開始しました。以来、この分野でのトップランナーとして、試験対策

通信講座の提供、テキストの出版を事業の核としつつ、お客様のご要望にお応えするために技術知識、マ

ネジメント、ヒューマンスキルへと教育分野を拡大し、IT人材育成をトータルにサポートする専業事業者

として発展してまいりました。

1983年以来、35年以上にわたり、IT人材育成の専業事業者として、延べ法人約8,000団体、90万人の皆

様にご利用いただいております。

IT人材育成が

35年以上のノウハウ

幅広い教育分野に

講師150名以上で対応

※2 

※4 

※3 

※1 2017年4月～2018年3月実施の新入社員向けセミナー当社書式でのアンケートより集計
※2  「大変満足・満足」回答の割合 ※3 受講前よりも理解度が高くなった方の割合 ※4  「ちょうど良い、難しい」回答の割合

アイテック教育事業本部のご紹介

90%

87%82% 84%

88%

※2 ※2 

セミナー受講生のアンケート結果※1

20,000問以上の

演習問題を保有
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アイテックでは、 1994年初版以来、17版累計出荷部数20万部を超える『コンピュータシステムの基礎』

をはじめ、教科書、問題集など豊富な教材を取りそろえています。

情報処理技術者試験だけではなく、PMP®などグローバルに通用する各種IT資格・試験の対策にも対応し

ています。内定者にオススメの資格から、入社後必要になる専門的な資格まで幅広い資格対策に対応して

いるので、初級から上級まですべての社員へワンステップでの教育が可能です。

トータルコーディネーション

共通スキル

内定者・新入社員

中堅社員

管理職

ビジネススキル
コミュニケーション
プレゼンテーション
IT基礎

ロジカルシンキング
リーダーシップ・
要求定義・要件定義
情報セキュリティ

プロジェクト
マネジメント

リスクマネジメント

メンタルヘルス・チームビルディング・資格対策
グローバル対策・タイムマネジメント

Project Management Professional (PMP)®、Certified Associate in Project Management (CAPM)®,PMBOK®Guideは
プロジェクトマネジメント協会(Project Management Institute, Inc.)の登録商標です。



5

情報処理安全確保支援士
（登録セキスペ）試験

情報処理技術者試験

情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験は、経済産業省が、情報処理技術者としての「知識・技能」
が一定以上の水準であることを認定している国家試験です。1969年に開始して以来、合格者数は258万人を
超える実績を有し(2018年3月実施分まで)、国内最大規模の国家試験となっています。

情報処理技術者試験 / 本試験サービス

ITを利活用する者

ITの安全な利活用を
推進する者

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
試
験

Ｉ
Ｔ
の
安
全
な
利
活
用
を
推
進
す
る

た
め
の
基
本
的
知
識
・
技
能

全ての社会人

Ｉ
Ｔ
パ
ス
ポ
ー
ト
試
験

Ｉ
Ｔ
を
利
活
用
す
る
た
め
の

共
通
的
基
礎
知
識

情報処理技術者

高度な
知識・技能

高度な
知識・技能

基本的
知識・技能

Ｉ
Ｔ
ス
ト
ラ
テ
ジ
ス
ト
試
験

シ
ス
テ
ム
ア
ー
キ
テ
ク
ト
試
験

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
試
験

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
試
験

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
試
験

エ
ン
ベ
デ
ッ
ド
シ
ス
テ
ム
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
試
験

Ｉ
Ｔ
サ
ー
ビ
ス
マ
ネ
ー
ジ
ャ
試
験

シ
ス
テ
ム
監
査
技
術
者
試
験

応用情報技術者試験（AP）

基本情報技術者試験（FE）

情報処理安全確保支援士
（登録セキスペ）※

安
全
な
情
報
シ
ス
テ
ム
を
設
計
、
開
発
、
運
用
す
る
た
め
の

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
知
識
・
技
能

情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士

（
登
録
セ
キ
ス
ペ
）
試
験

※情報処理安全確保支援士試
験合格者は、所定の登録手続
きを行うことで、国家資格
「情報処理安全確保支援士
（登録セキスペ）」の資格保
持者となることができます。

（SG）

（IP）

（ST）（SA）（PM）（NW）（DB）（ES）（SM）（AU） （SC）

午前試験の解答をWEB上で入力

するだけで、即時に採点され、

試験結果を閲覧することができ

ます。

公開目安：IPAの解答発表後

（例年本試験当日の22時ごろ）

午後試験の解答発表は、約2

ヶ月後。そこで、アイテック

の講師陣が、午後試験の問題

を実際に解き、いち早く解答

を掲載します。

公開目安：本試験より2～5営

業日（順次公開）

アイテックオリジナルの自己採点

表で、午前・午後試験の両方を採

点できます。ご希望の方はお気軽

にお問い合わせください。

自動採点サービス 解答速報 オリジナル自己採点シート
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情報処理技術者試験対策には、各教材の長所を組み合わせられるハイブリッド教育が、高い学習成果を発揮
しています。アイテックでは、1人1人のお客様から悩みと目的をヒアリングし、お客様にとって最適な教材
の組み合わせをご提案します。

基本情報技術者試験の合格率は、平均22.5％です(IPA公表・H29春期)。受講生のレベルに合わせられる
ハイブリッド教育だと、導入した多くの企業が平均合格率を上回っています。

アイテックでは、情報処理技術者試験対策だけではなく、お客様の悩みを解決する人材教育もご提案して
います。「働き方改革を行いたいけどどうすれば良いのか分からない」「社員のモチベーションをあげた
い！」「社員同士のチーム力を高めたい」など、人材教育にお困りのことがございましたら、お気軽に、
ご相談ください。

お客様の目的別に合わせたテストをご提供します。たとえばセミナー受講前後にアセスメント
テストを実施すると、受講者の理解度を確認できます。毎年実施することで各年度の受講者の
知識レベルの把握が可能です。企業の採用試験にも利用されています。

自己学習の不明点を
セミナーで講師に質問

予想問題集で
最新の傾向対策もバッチリ！

ハイブリッド教育

本番と同じ環境の
全国統一公開模試で

モチベーションアップ！

セミナーで学んだ知識を
通信教育のテストで確認
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教材 11月 1月 3月 4月

通信教育 プレミアムコース

本
試
験

セミナー

キックオフ

午前対策講座

午後対策講座

模擬試験 全国統一公開模試

宿題
メール

1日2問配信

目的：若手のうちに資格取得できるように、合格に必要な環境をフルパッケージで提供
毎回、合格率が比較的高く、特に「若手」に人気の教育となっている

目的：試験合格が会社の昇格要件である為、通信教育かセミナーのいずれかを受講できる環境を提供
セミナーは定員の35名に達するほど人気となっている

目的：セキュリティ強化施策として、全社推奨資格に設定。全社員の試験合格を目指す。

ハイブリッド教育 実績

教材 11月 1月 3月 4月

書籍

午前対策書

本
試
験

午後の重点対策

セミナー 午後対策講座

模擬試験 全国統一公開模試

宿題
メール

1日3問配信

教材 11月 1月 3月 4月

通信教育
スタンダード
コース

本
試
験

セミナー

キックオフ

午後対策講座

模擬試験 全国統一公開模試
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セ
ミ
ナ
ー
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合格ゼミ

多くの合格者を輩出しているアイテックが誇る、経験豊富な講師直伝の解説。重要ポイントを確実に
理解し、テキストだけでは学びづらい試験解答の実践的な解法テクニックを習得できます。

最新の試験傾向を分析し、必須問題はもちろん、新傾向問題の解説もしっかり行います。

受講生それぞれのレベルにあわせたフォローで、個々の理解度を向上させます。
理解が深まることで、学習や試験合格へのモチベーションも向上します。

講座名 内容
開催

日数

午後対策講座

苦手意識の高い午後問題の解法に必要な専門知識の理解度を高め、合格点を
出すための基本的な考え方と解法テクニックを学習します。

出題の意図を読み取り、出題者の期待する解答を導き出す解法を習得できま
す。プロジェクトマネージャ試験とシステム監査技術者試験では、論述問題
演習と2回に分けた添削があり、自己学習では難しい論文問題の解答テク
ニックを身に付けることができます。

全3日間

直前対策講座

本試験直前に、最後の追い込み学習のポイントを講師が伝授。

解答のコツを知り、問題演習をすることで実践的に学習の仕上げを行います。

重要ポイントを確実に理解し、午後試験の得点力アップを目指します。

1日間

ハードウェア系

問題対策講座

ソフトウェア系エンジニアが不得意になりがちな、午前Ⅱのハードウェア系
問題の得点力を向上します。

午後問題の勘所をつかみ、試験対策が効果的にできるようにします。

IoT/M2M関連など、最近の出題テーマについて、ポイントを説明します。

1日間

※午後対策講座・直前対策講座では午前分野対策は行いません

東京で行われている合格ゼミを、LIVE配信としてリアルタイムで中継。会場にスクリーンを用意し、他の
受講生と一緒にLIVE配信の合格ゼミを視聴します。教材のオリジナルレジュメは東京会場と同様に配布、
講師への質問も可能です。

お客様のご要望に合わせて合格ゼミをアレンジ。 一社向け研修、もしくは、集合研修になります。受講者
の知識レベルや学習状況にあわせたカリキュラムを組むため、より効果的なセミナーを開催できます。
ご希望の方は、担当営業まで、お気軽にご相談ください。
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合格ゼミ

試験種別

午後対策講座 午後対策

講座

(平日版)

直前対策講座 ハードウェア系
問題

対策講座
東京
会場

LIVE
配信

東京
会場

LIVE
配信

ITパスポート - - - - - -

情報セキュリティ

マネジメント
- - - - - -

基本情報技術者 ● - - ● - -

応用情報技術者 ● - ● ● - -

情報処理
安全確保支援士

● 大阪 ● ●

大阪

名古屋

福岡

-

データベース
スペシャリスト

● - ● ● - -

エンベデッドシステム
スペシャリスト

- - - - - ●

プロジェクト
マネージャ

● - ● ● - -

システム監査技術者 ● - - ● - -

問題用紙に積極的に書き込む手法の大切さが講義を通じて理解できました。
午後問題を解いていく中でポイントがどこに書いてあるか少しずつわかる
ようになった。自分の前提知識がどの分類が弱いのか明確になった。
受講者の解答を取り上げ、グレーな解答に対し、説明してくれた点が
大きな参考になりました。

公式だけでなく、理屈も教えていただけたので、今までよりも理解が深ま
りました。やり方を覚えることもできました。また、参考書には載ってい
ない解法テクニックも教えていただき、解くスピード感はだんぜん上がっ
たと思います。

人気の午後対策講座は、通常の土日版の他に、平日版も開催しています。各講座の詳しいカリキュラムに
ついては、試験種別ごとの紹介ページをご確認ください。

・所定の人数に満たない場合は、中止とさせていただく場合があります。
・お客様のご都合による欠席の場合、振り替え及び受講料の払い戻しはいたしません。
・カリキュラム、会場は変更になる場合がございます。
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助成金について

正規雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、 職業訓練等の実施を行う事業主に研修にか
かる経費を助成する制度です。開催日数が3日間の合格ゼミの場合、この助成金が利用できます。

＜制度利用について＞
①正規雇用労働者への研修であること
②雇用保険適用事業所の事業主であること
③会社都合による解雇が無いこと（研修開始日の6ヶ月前から換算）
④厚生労働省の定める申請書類を提出して研修を実施すること
⑤1コースの訓練時間が10時間以上であること

＜申請における留意事項＞
①企業様の事業内容や、受講者の年齢や勤続年数により、助成額が変動します。

事前によくご確認ください。
②1事業所が1年度内に受給できる助成額は最大1,000万円となります。

＜参考WEB＞
厚生労働省「人材開発支援助成金」について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

※厚生労働省「人材開発支援助成金」 助成内容概要資料より抜粋

支給対象となる
訓練

対象 助成内容
助成率・助成額 注:()内は中小企業以外

生産性要件を満たす場合

特定訓練コース

・中小企業以外

・中小企業

・事業主団体等

・労働生産性の向上に

直結する訓練

・若年労働者への訓練

・技能承継等の訓練

・グローバル人材育成の訓練

・雇用型訓練(※1)

について助成

OFF-JT

経費助成:45(30)%

【60(45)% (※2)】

賃金助成:760(380)円/時・人

OJT<雇用型訓練に限る>

実施助成:665(380)円/時・人

OFF-JT

経費助成:60(45)%

【75(60)% (※2)】

賃金助成:960(480)円/時・人

OJT<雇用型訓練に限る>

実施助成:840(480)円/時・人

合格ゼミ『午後対策講座』で開催日数が３日間の場合、訓練時間の合計が10時間以上に当たるので、人材
開発支援助成金の対象となります。開催日数が1日間の講座のみでは、助成金の対象にはなりませんが、
3日間の下記講座と合わせて受講すると助成金対象となります。

対象講座 開催日数

・基本情報技術者 午後対策講座
・応用情報技術者 午後対策講座（テクノロジ系）
・情報処理安全確保支援士 午後対策講座
・データベーススペシャリスト 午後対策講座
・プロジェクトマネージャ 午後対策講座
・システム監査技術者 午後対策講座

3日間
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アイテックのeラーニングシステム「Learnius（ラーニアス）」では、学習に役立つ動画コンテンツや補
足資料、知識の定着化のための問題演習と学習効果を高めるコンテンツを提供いたします。

eラーニングシステム『Learnius』

アイテックの教材を組み合わせたハイブリッド学習がアイテックの通信教育です。
書籍でインプット学習を行い、eラーニングシステム「Learnius（ラーニアス）」で演習問題を解く教材が
中心です。公開模試がセットになったコースや、メールの教材もあります。
また、法人企業様向けに、コース内容をカスタマイズすることも可能です。お気軽にご相談ください。

各分野の学習前の事前テストで、その分野の理解
度を確認。事前テストで合格点が取れるようなら、
その分野の学習はスキップ。事前テストで合格で
きなかったら、書籍やWeb教材で学習し、事後テ
スト合格を目指しましょう。

各テストには、不正解問題だけまとめて演習する
機能が搭載。間違えた問題を復習することで、学
習効率が大幅に上がります。

事
前
テ
ス
ト インプット

学習
事後

テスト

合
格

不
合
格

次の分野の学習へ

解説を読んでも分からないときなど、いつでも講
師に質問。通信教育受講者のみ、教材・提供コン
テンツに関してのご質問を受け付けています。

動画による詳細解説で、解法テクニックを学ぶ！
基本情報技術者は午前対策の動画もあります。

事前・事後テスト 不正解チャレンジ

午後問題を動画で解説不明点は学習質問で解決！

事前準備 午前対策 午後対策 問題演習 模擬試験

学習スケジュール
を確認する

事前テスト
書籍学習
事後テスト

出題ポイント
演習問題
演習解説動画
書籍学習

過去問演習
予想問題集
総まとめテスト

全国統一
公開模試
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▲受講生の進捗状況をグラフで確認

▲学習進捗を把握

実施した課題にはチェックがつくので、
未実施・未修了課題が一目瞭然

eラーニングシステム『Learnius』

14

▲強み/弱みの確認

弱い分野を確認して、
学習を強化することができます

コースを受講中の皆様に対し、学習のコツをはじめ、必須課題の提出日前に〆切をメールでお知らせ。
自己学習のスケジュール確認やモチベーション維持に役立ちます。
また、有料サービスで、ご要望に応じたメールでの受講者学習フォローを、教育担当者様の代わりに行い
ます。価格はフォロー内容により異なります。ご希望の際は、担当営業までお申し付けください。

対象コース 配信例

プレミアムコース
スタンダードコース
午前Ⅰ免除コース
プラクティスコース
基本情報技術者午前免除突破コース
午後対策コース

・必須課題の提出目安日前にアラート配信
・必須課題が未提出の受講生にアラート配信
・学習の進め方やコツなどを掲載

▲未修了課題を把握

全課題、および、必須課題の修了状況を
一覧で把握できます



15

通信教育コースのご紹介

15

一部試験種別のみ対応しているコースもありますので、詳しくは、試験種別ごとの紹介ページをご確認下さい。

試験対策のスタンダードコースに、より深く理解するために必要となる基礎知識用の教材をプラスした
コース。初学者や学習ブランクのある方、基礎知識から学びたい方にオススメ。

試験対策に必要な教材がセットになったコース。合格基準点の6割突破を目指します。試験範囲を効率的
に学習したい方にオススメ。ITパスポートに模擬試験は含まれません。

高度試験の午前Ⅱ・午後ⅠⅡ試験に特化したコース。午前Ⅰ試験免除資格をお持ちの方、すでに午前Ⅰ
の知識がある方にオススメ。

高度試験の午後試験に特化したコース。難関とされる午後の応用力を学習します。すでに午前Ⅰ・Ⅱの知
識がある方にオススメ。

学習
範囲

ITパスポート 基礎知識 試験範囲

情報セキュリティマネジメント
基本情報/応用情報

基礎知識 午前 午後

高度試験 午前Ⅰ 午前Ⅱ 午後Ⅰ 午後Ⅱ

教材 書籍 Learnius 模擬試験 セミナー

学習
範囲

ITパスポート 取り扱い商品なし

基本情報/応用情報 基礎知識 午前 午後

高度試験 取り扱い商品なし

教材 書籍 Learnius 模擬試験 セミナー

学習
範囲

ITパスポート 取り扱い商品なし

情報セキュリティマネジメント
基本情報/応用情報

取り扱い商品なし

高度試験 午前Ⅰ 午前Ⅱ 午後Ⅰ 午後Ⅱ

教材 書籍 Learnius 模擬試験 セミナー

学習
範囲

ITパスポート 取り扱い商品なし

情報セキュリティマネジメント
基本情報/応用情報

取り扱い商品なし

高度試験 午前Ⅰ 午前Ⅱ 午後Ⅰ 午後Ⅱ

教材 書籍 Learnius 模擬試験 セミナー
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通信教育コースのご紹介

16

高度系試験の午後試験の論文対策のみを徹底的に行うコース。論文の自己学習に難しさを感じている方
にオススメ。

書籍のインプット教材が付属せず、Learniusで問題演習を中心に行うコース。他の教材で学習している
方、既に知識をお持ちの方で問題演習を行いたい方にオススメ。ITパスポートに模擬試験は含まれません。

基本情報技術者試験の午前免除制度を受けられるIPA認定のコース。初めて基本情報技術者を受ける方に
オススメ。

基本情報技術者の午後試験対策に特化したコース。午前免除者や再受験者、すでに午前の知識がある方に
オススメ。

学習
範囲

ITパスポート 基礎知識 試験範囲

基本情報/応用情報 基礎知識 午前 午後

高度試験 午前Ⅰ 午前Ⅱ 午後Ⅰ 午後Ⅱ

教材 書籍 Learnius 模擬試験 セミナー

学習
範囲

ITパスポート 取り扱い商品なし

情報セキュリティマネジメント
基本情報/応用情報

取り扱い商品なし

高度試験 午前Ⅰ 午前Ⅱ 午後Ⅰ 午後Ⅱ

教材 書籍 Learnius 模擬試験 セミナー

学習
範囲

ITパスポート 取り扱い商品なし

基本情報 基礎知識 午前 午後

高度試験 取り扱い商品なし

教材 書籍 Learnius 模擬試験 セミナー

学習
範囲

ITパスポート 取り扱い商品なし

基本情報 基礎知識 午前 午後

高度試験 取り扱い商品なし

教材 書籍 Learnius 模擬試験 セミナー
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厳選した午前試験問題100問のテストです 。問題を解くと、総合点と分野別の正答数が表示されます。
2回受験すると、色分けされたレーダーチャートが表示されるので、1回目との比較が可能。
出題問題が異なるレベルチェックテストAとBを取り揃えています。

実は受験者の約40%は午前試験で落ちています。
アイテックの宿題メールは登録メールアドレスに、午前試験問題を毎日配信(祝日を含む月～金)。１日５分
のメールチェックが午前対策に効果抜群と、多くの企業教育担当者様からご好評いただいています。

試験種別 配信問題数

ITパスポート 1日2問（最大150問）

情報セキュリティマネジメント
基本情報技術者
応用情報技術者

1日2問（最大150問）

1日3問（最大150問）

情報処理安全確保支援士
データベーススペシャリスト
プロジェクトマネージャ
システム監査技術者

1日2問（最大150問）

1日3問（最大150問）

午前Ⅰ免除者向け
1日2問（最大75問）

宿題メール / レベルチェックテスト

試験種別 商品名

基本情報技術者

午前レベルチェックテストA 

午前レベルチェックテストB 

応用情報技術者・
高度共通

午前ⅠレベルチェックテストA 

午前ⅠレベルチェックテストB 
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書
籍
・
模
擬
試
験
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情報処理技術者試験対策

19

午前試験の出題範囲の必須
事項を短期間で効率よく学
習できる参考書。
「学習のポイント」「理解
度チェック」は試験直前の
仕上げ学習にも最適。
基本情報技術者は午後試験
対策書もあります。

午後試験対策に特化した参
考書。午後試験突破に必要
な専門知識を効率よく学習
でき、問題事例の理解力と
解法力アップで、合格に必
要な実力を効率的に養成。

基本情報技術者試験合格の
ためのプログラム言語対策
書。午後試験のプログラミ
ング言語問題を解くために
必要な文法の基礎知識か
ら、出題ポイント、問題の
解き方を解説。（C言語、表
計算、Java、CASLⅡに対
応）

実務経験が少ない・経験が
あっても論文記述の仕方が分
からない人に、何度も合格し
ているプロ講師が丁寧に合格
論文の書き方を解説。目指す
べき論文レベルの把握と論文
ネタへの応用が可能となる専
門家による論文事例も掲載。

過去3期分の本試験問題を
収録した過去問題集。
徹底的に「詳細な解説」
にこだわりました。間違
い選択肢を詳細解説しち
えるので、出題テーマの
関連知識もしっかり学習。

本試験を徹底的に分析し、
午前問題は頻出問題を掲載。
午後問題は、最も出る確率の
高い出題テーマを分析し、予
想問題として定番問題を掲載
しています。

スペシャリストに必要な
知識を基本事項から解説し、
実務にも試験対策にも使え
る参考書。
午後試験問題の解答で必須
となる知識を効果的に学習
できる構成。

アイテックの試験対策書は、全試験種別に対応。直近の試験傾向をどこよりも詳細に分析し、丁寧に書き上
げています。どのシリーズ本も大変好評です。

試験対策書シリーズ 重点対策シリーズ

基本情報技術者言語対策シリーズ 合格論文シリーズ

技術の教科書シリーズ

徹底解説シリーズ 予想問題集シリーズ
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IT基礎シリーズ

20

わかりやすい言葉と豊富な
イラストで、IT知識を基礎
の基礎から丁寧に解説。今
までITになじみがなかった
「はじめての人」を応援す
る入門書です。

情報処理の基本にある原理
や考え方から、最新の技術
動向まで、体系的に分かり
やすく解説。1994年の発売
から20年以上、多くの企業
の内定者・新人研修、学校
の教材として採用され続け
ている書籍。

アルゴリズムの理解を深め
るために、擬似言語の流れ
をわかりやすく説明。見た
だけで内容が理解できるよ
うに、アルゴリズムの流れ
を図表で解説。アルゴリズ
ム作成の基本的な考え方や
テクニックが身に付きます

コンピュータシステムの基
礎シリーズの最新版！時代
に合ったAIとデータサイエ
ンスの知識を、わかりやす
く解説します。発売日は未
定です。

No
Printing

わかりやすい！IT基礎入門

コンピュータシステムの基礎 アルゴリズムの基礎

AI・データサイエンスの基礎
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試験種別 受験地

ITパスポート WEB（随時）

情報セキュリティマネジメント

基本情報技術者

応用情報技術者

情報処理安全確保支援士

データベーススペシャリスト

エンベデッドシステムスペシャリスト

プロジェクトマネージャ

システム監査技術者

会場受験（東京、大阪、名古屋）

自宅受験（指定受験地に教材を送付）

評価採点票では、受講生ひとりひとりに、午前・午後でそれぞれ的確な指導コメントを掲載。レーダーチ
ャートで分野別の評価を掲載しているので、苦手分野が一目で分かります。また、本試験までに苦手分野
をすぐに復習できるよう、本試験の前月中にお届けいたします（自宅受験者は提出締切日までに提出した
方のみ）

※ITパスポートはWEB受験の為、評価採点表と問題解答冊子は付属しません
※情報セキュリティマネジメントは会場受験はご選択いただけない場合があります

情報処理技術者試験 全国統一公開模試

21

試験対策のプロ講師が、本試験の問題の傾向と内容を分析し、オリジナル問題で実施する全国統一公開模試。
春・秋2回、全試験種別に対応し、年間約1万人以上の方が受験しています。

午前Ⅰ・午前Ⅱ、
午後Ⅰ・午後Ⅱごとの
指導コメントを掲載

問題別の評価を掲載。
どの問題を正解し、どの
問題が不正解だったのか
一目で把握できます

分野別評価と
正答率チャートで、
苦手分野が一目瞭然

総合評価は5段階で判定。
本試験に向けて、どこを
重点的に学習すればいい
のかをアドバイス
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『i-repo』(アイレポ)とは、全国統一公開模試の成績を、詳細なデータとグラフにより視覚化したレポー

トです。午前・午後問題の分野別評価から総合評価まで、詳細な成績データを見える化しました。

お客様企業の受験者が、合格基準点に届いているかどうかを一目で確認。社内教育が、より一層、効率的

・効果的に進められるようになります。

・苦手分野の洗い出しにより、本試験までに重点的に行うべき学習をピンポイントに実施できる

・受験者全体の傾向や評価状況を確認することで公開模擬試験の振り返りが可能

全国統一公開模試 分析レポート『i-repo』

ご希望の方は、担当営業までお申し付けください。

受験したテストの
午前・午後問題の
総合的な成績状況を比較

受験したテストの午前問題の成績状況を
共通キャリア・スキルフレームワークにおける
分野別・大分類別に全受験者の成績状況と比較

全受験者と団体様の平均得点を比較
午前・午後がそれぞれ合格基準点に
届いているかひと目で確認

午前問題の評価を
5段階で判定

午前・午後問題の評価を合わせて
5段階で判定。A・Bが合格レベル
Cがボーダーライン

午後問題の評価を
5段階で判定

棒グラフ→団体様の平均正答率
●印→全体の平均正答率

コメントを全角
132文字まで挿入
可能。メモ代わり
や希望に応じて
弊社研究部からの
アドバイスを入力

22
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わかりやすいIT基礎入門
刊行時期 ：発売中
販売価格（税別） ：1,800円

教材 構成

書籍 わかりやすい！ ＩＴ基礎入門

WEB イントロダクション

確認テスト1（WEB版） テクニカル分野 テスト ★

確認テスト2（WEB版） マネジメント分野 テスト ★

確認テスト3（WEB版） ストラテジ分野 テスト ★

総まとめテスト（WEB版） テスト ★

わかりやすいIT基礎入門WEBコース(WEB確認テスト付)

コース名 標準学習時間 受講開始月 受講期間 価格(税別)

わかりやすいIT基礎入門WEBコース
(WEB確認テスト付)

17時間 随時 3ヶ月間 6,800円

情報技術(IT)について、初めて学習する方・非情報系の方・初心者にも分かりやすいように、やさしい言葉
と、写真・図表・イラストを使って解説する書籍『わかりやすいIT基礎入門』をベースにした通信教育コー
ス。WEBテスト（約100問）は、問題がシャッフルされるので繰り返し解くことができます。また書籍の章
末問題とは重複していないので、書籍から得た知識がきちんと定着しているか、理解度を確認することがで
きます。

目的
• 情報技術(IT)について「はじめて」学ぶ人が抵抗感なく学習できる
• 文系、非情報系の方の情報処理技術者試験対策の第一歩として
• 書籍配布だけではわからない知識の理解度を確認する

対象者
• 文系、非情報系の方
• 事務職、営業職など直接情報処理には関わらないが、IT基礎を知っていてほしい方

対象試験
演習問題はITパスポート試験内容に沿っているので、ITパスポート試験対策の導入学習と
しても活用できます

➢ 教材構成
★…必須課題

◀丸暗記にならない
考え方から丁寧に
解説する為、ITの
本質を理解できる

◀IT最新情報を掲載
規格や関連法規は
最新情報に対応

◀イラストで解説
初めて見るIT用語を
イメージで覚えられる
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★…必須課題

教材 スタンダード
(基礎教材付)

スタンダード プラクティス

書籍 ITパスポート 試験対策書 -

わかりやすい!IT基礎入門 - -

WEB イントロダクション

ITパスポートポイント集 PDF

分野別演習問題 企業と法務
動画

テスト

分野別演習問題 経営戦略
動画

テスト

分野別演習問題 システム戦略
動画

テスト

分野別演習問題 開発技術
動画

テスト

分野別演習問題 プロジェクトマネジメント
動画

テスト

分野別演習問題 サービスマネジメント
動画

テスト

分野別演習問題 基礎理論
動画

テスト

分野別演習問題 コンピュータシステム
動画

テスト

分野別演習問題 技術要素
動画

テスト

総まとめテスト テスト ★ ★ -

総まとめテスト復習ドリル テスト

ITパスポート（IP）

試験対策書
刊行時期 ：発売中
販売価格（税別） ：2,000円

種類 受講期間 価格(税別)

模擬試験(WEB版) 3ヶ月間 1,500円

コース名 標準学習時間 受講開始月 受講期間 価格(税別)

スタンダードコース(基礎教材付) 110時間

2019年10月

6ヶ月間 11,500円

スタンダードコース 100時間 6ヶ月間 10,000円

プラクティスコース 60時間 5ヶ月間 8,000円

商品名 問題数 配信日 配信開始日 全問配信〆切日 価格(税別)

宿題
メール

1日2問（最大150問）
祝日を
含む
月～金

随時 なし 2,000円

➢ 通信教育 教材構成

iパス4.0

問題数UP!
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！
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試験対策書
刊行時期 ：発売中
販売価格（税別） ：2,200円

予想問題集
刊行時期 ：発売中
販売価格（税別） ：2,500円

種類 受験地 受験日/答案提出締切日 価格(税別)

採点付き 自宅 2020年3月10日(火) 弊社必着 3,500円

採点なし - - 2,500円

コース名 標準学習時間 受講開始月 受講終了月 価格(税別)

スタンダードコース 110時間 2019年10月 2020年5月末 14,000円

商品名 問題数 配信日 配信開始日 全問配信〆切日 価格(税別)

宿題
メール

1日2問（最大150問） 祝日を
含む
月～金

2019年11月1日 1月6日開始分まで 3,000円

1日3問（最大150問） 2020年 1月6日 2月10日開始分まで 3,000円
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教材 スタンダード

書籍
情報セキュリティマネジメント 試験対策書

WEB
イントロダクション

情報セキュリティマネジメント 午前ポイント集 PDF

午前対策事前・事後テスト 重点分野、関連分野 テスト ★

午後分野別演習問題 情報セキュリティマネジメントの計画、要求事項 テスト

午後分野別演習問題 情報セキュリティマネジメント運用、継続的改善 テスト

本試験過去問題 テスト

午後総まとめテスト テスト ★

模試
全国統一公開模試 テスト ★

★…必須課題
➢ 通信教育 教材構成

新規追加!

問題数UP!
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教材 構成

書籍 コンピュータシステムの基礎

WEB イントロダクション

第1章 コミュニケーションネットワークとコンピュータシステム
動画
WEBテスト5問

第2章 入出力装置
動画
WEBテスト5問

第3章 記憶装置
動画
WEBテスト5問

第4章 中央処理装置
動画
WEBテスト5問

第5章 オペレーティングシステム
動画
WEBテスト5問

第6章 情報処理技術の基礎と理論
動画
WEBテスト5問

第7章 ファイル編成とデータベース
動画
WEBテスト5問

第8章 通信ネットワークシステム
動画
WEBテスト5問

第9章 情報セキュリティ
動画
WEBテスト5問

第10章 情報システムとＲＡＳＩＳ
動画
WEBテスト5問

第11章 情報システムの開発
動画
WEBテスト5問

理解度確認テスト 50問（60分） ★

講義動画で学ぶ「コンピュータシステムの基礎17版」(教材付)

コース名 標準学習時間 受講開始月 受講期間 価格(税別)

講義動画で学ぶ「コンピュータシステ
ムの基礎17版」（教材付）

35時間 随時 6ヶ月間 23,000円

将来、高度な専門性を身に付け活躍するIT人材が情報技術を学ぶための必携の1 冊『コンピュータシステム
の基礎』のポイントを講義動画で学習。書籍のポイントを体系立てて解説した講義動画を閲覧しながら学習
するので、自己学習のつまずきを防ぎます。講義形式の動画は内定者・新入社員研修で人気の戸室佳代子講
師が担当。1動画10分以内で構成されておりスキマ時間にスマホで学習することができます。
コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、セキュリティ、システム開発の基礎を基礎か
ら学ぶコースです。

目的
コンピュータシステムの基礎のポイントを講義動画を閲覧しながら学習することで、
自己学習のつまずきを防ぎ、ポイントを絞って無理なく学習する

対象者
• 初めて情報処理を学習する方
• 書籍のみの学習に不安のある方、コンピュータシステムの基礎を無理なく学習したい方

対象試験
IT スキル標準のレベル2 に相当する知識を習得できるので、基本情報技術者試験対策の基
礎知識学習として活用できます。いきなり試験対策から学習するのには不安がある新入社
員IT技術者向けに、基礎的なIT知識の土台を作ります。

★…必須課題
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教材 構成

書籍 コンピュータシステムの基礎

コンピュータシステムの基礎 ワークブック

アルゴリズムの基礎

アルゴリズムの基礎 ワークブック（問題冊子・解答開設冊子）

WEB イントロダクション

事前テスト

コンピュータシステムとアルゴリズムの基礎 事前知識確認テスト（WEB版)
テスト ★

コンピュータシステムの基礎① 第1章～4章 確認テスト（WEB版) テスト ★

コンピュータシステムの基礎② 第5章～7章 確認テスト（WEB版) テスト ★

コンピュータシステムの基礎③ 第8章～11章 確認テスト（WEB版) テスト ★

アルゴリズムの基礎 確認テスト（WEB版) テスト ★

総まとめテスト テスト ★

★…必須課題

コンピュータシステムとアルゴリズムの基礎 (確認テスト付)

コース名 標準学習時間 受講開始月 受講期間 価格(税別)

コンピュータシステムとアルゴリズム
の基礎 (確認テスト付)

80時間 随時 6ヶ月間 23,000円

『コンピュータシステムの基礎』と『アルゴリズムの基礎』の書籍＋ワークブックでIT知識を網羅的に学習
できる、IT 基礎力を確実に学習させたい内定者向け・新入社員向け自己学習のロングセラーです。
コンピュータのハードウェア・ソフトウェア・ネットワーク・セキュリティ・システム開発の基礎を基礎か
ら学ぶことができます。
書籍学習の成果を、事前・事後を含む６回のWeb確認テストで測定。書籍学習だけでは測れなかった学習成
果を定量的に管理いただけます。

目的

• 「コンピュータシステムの基礎」と「アルゴリズムの基礎」を、書籍＋ワークブックを
使って網羅的に学習し、IT人材としての基礎力を確実に学習する

• 対象者のITスキルを平準化する
• Webテストで書籍学習の理解度を測定する

対象者
• IT基礎知識の学習理解度を確認テストで測定したい方
• 基本情報技術者を受験するために、試験範囲外の基礎知識を重点的に学習したい方
• IT人材としての基礎力を確実に学習したい方

対象試験
基本情報技術者試験対策の導入として活用できます。いきなり試験対策から学習するのに
は不安がある新入社員IT技術者向けに、基礎的なIT知識の土台を作ります。

Web環境を使用しない書籍＋冊子テストの通信教育コースもご用意しております。価格：25,000円（税別）

➢ 教材構成
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基本情報技術者（FE）

極選分析 予想問題集
刊行時期 ：発売中
販売価格（税別） ：2,700円

徹底解説 本試験問題
刊行時期 ：2020年1月下旬予定

販売価格（税別） ：2,000円

午前試験対策書
刊行時期 ：2019年9月下旬予定

販売価格（税別） ：2,400円

午後試験対策書
刊行時期 ：2019年9月下旬予定

販売価格（税別） ：2,400円

種類 受験地 受験日/答案提出締切日 価格(税別)

採点付き
会場（東京、大阪、名古屋） 2020年3月8日(日)

3,500円
自宅 2020年3月10日(火) 弊社必着

採点なし - - 2,500円

コース名 標準学習時間 受講開始月 受講終了月 価格(税別)

プレミアムコース 240時間
2019年10月

2020年5月末

37,000円

スタンダードコース 200時間 29,000円

午後対策コース 170時間

2019年12月

20,000円

プラクティスコース（模試付き） - 20,000円

プラクティスコース（模試なし） - 17,000円

商品名 問題数 受験回数 受講期間 価格(税別)

午前レベルチェックテストA 100問（150分） 2回 ３か月 2,000円

午前レベルチェックテストB 100問（150分） 2回 ３か月 2,000円

商品名 問題数 配信日 配信開始日 全問配信〆切日 価格(税別)

宿題
メール

1日2問（最大150問） 祝日を
含む
月～金

2019年11月1日 1月6日開始分まで 3,000円

1日3問（最大150問） 2020年 1月6日 2月10日開始分まで 3,000円

受験会場は12月上旬にホームページ上でご案内します。受験地は1月末まで変更可能です。

コンピュータシステムの基礎
販売価格（税別）：ワークブックセット 5,000円

セットなし 4,000円

アルゴリズムの基礎
販売価格（税別）：ワークブックセット 5,000円

セットなし 3,000円

基本情報技術者言語対策
販売価格（税別）：C / Java / CASLⅡ 各3,000円

表計算 2,500円

刊行時期は最新版の発売日となります。お急ぎの方は、発売中の現行版をお求めください。

レベルチェックテストBが新発売!
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TEST

PDF

動 画

電 子
書 籍

★…必須課題

教材
プレミ
アム

スタン
ダード

午後
対策

プラク
ティス

書籍 基本情報技術者 午前試験対策書 - -

コンピュータシステムの基礎 （ワークブック、解答・解説付） - - -

基本情報技術者 午後試験対策書 -

アルゴリズムの基礎 （ワークブック、解答・解説付） - -

プログラミング言語（C言語、Python、Java、CASLⅡ、表計算） -

極選分析 基本情報技術者 予想問題集 -

徹底解説 基本情報技術者 本試験問題 ※1 -

WEB イントロダクション

基本情報技術者 午前ポイント集 PDF -

事前・事後テスト

情報セキュリティ、ハードウェア/ソフトウェア、
技術構成要素、ソフトウェア設計、
基礎理論/データ構造及びアルゴリズム、
プロジェクトマネジメント・サービスマネジメント、
経営戦略・システム戦略・企業と法務

テスト ★ ★ -

午前試験対策 各分野別動画 動画 -

計算ドリル テスト -

午前本試験過去問題 ※2 -

基本情報 午後試験 プログラム言語の出題のポイント集 PDF

午後問題対策 各分野別出題のポイント ※3 動画

午後分野別演習問題
※3

情報セキュリティ、ハードウェア/ソフトウェア、
データベース、ネットワーク、ソフトウェア設計、
データ構造及びアルゴリズム、マネジメント、
ストラテジ

動画
PDF

確認テスト
情報セキュリティ、データ構造及びアルゴリズム、
ソフトウェア開発(プログラミング言語)

テスト ★ ★ ★ -

午後総まとめテスト テスト ★ ★ ★

午後本試験過去問題 ※2 テスト

模試 全国統一公開模試 テスト ★ ★ ★ 選択

基本情報技術者（FE）

➢ 通信教育 教材構成

※1…1期前～過去3期分の試験問題を掲載 ※2…最新～過去3期分の試験問題を掲載
※3…選択言語でPythonを選択した場合、言語知識動画、および、午後分野別演習問題（動画・PDF）は掲載されません。『Python出題に
関する見解（仮題）』を2019年12月頃コース上に掲載予定です。

Python対応!

Python対応!

Python対応!
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午前免除突破修了試験(1回目)を受験

本試験の午前試験が1年間免除！

午前免除突破コースを修了

基本情報技術者（FE）午前免除制度

コース名 内訳 受講開始月 受講終了月 価格(税別)

午前免除突破コース - 2019年10月 2020年5月末 20,000円

午前免除＋午後対策コース
午前免除突破コース 2019年10月 2020年5月末

38,000円
午後対策コース 2019年12月 2020年5月末

試験日程 試験時間 試験地 価格(税込)

2019年12月8日(日)
9：30～12：00 東京、大阪、名古屋、仙台、福岡

※実施会場は後日お知らせします
2,000円

2020年1月26日(日)

講座の修了条件は、以下を全て満たすことです。午前免除修了試験は、別途、お申込みください。
□ 履修時間が履修時間総計の3分の２以上である70時間以上であること
□ 全ての必須課題テストを受験していること
□ 全ての必須課題テストの正答率が70％以上であること

□ コース受講料と別途修了試験受験料が必要となります。（全コース）
□ 本試験受験料は午前免除者も通常受験と同様（5,700円）です。
□ 午前免除認定者と通常受験者を混在して団体受験の申し込みをすることはできません。

IPA認定講座を修了し、午前免除修了試験に合格することで、本試験での『基本情報技術者 午前試験』が修
了認定日より１年間免除される制度です。午前免除修了試験をクリアできれば、本試験までの残り3～4カ月
は午後試験対策に集中することができます。

午前免除突破コースはIPAの認定講座です。講座の修了条件を満たし、2回実施される午前免除修了試験の
どちらかに合格すると、本試験の午前試験が免除されます。

情報処理技術者試験センターから問題提供を受け、本試験と同形式の試験を受験して頂きます。試験時間・
出題内容・試験レベルも、本番の午前試験と同形式です。

不合格の場合
2回目の午前免除
修了試験を受験合格

合格

GOAL

アイテックの午前免除率

85%
アイテックの
午前免除突破コース
修了試験合格率 ※1

本試験の
午前試験の合格率※2

40%

※1…2019年度秋試験向けコースより算出。
修了条件を満たした受験生のうち修了試験に
合格した割合
※2…アイテック人材教育研究部が調査した
例年の合格率
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TEST

PDF

動 画

電 子
書 籍

★…必須課題

教材
午前免除

突破

午前免除
＋

午後対策

書籍 基本情報技術者 午前試験対策書

基本情報技術者 午後試験対策書 -

アルゴリズムの基礎 （ワークブック、解答・解説付） -

プログラミング言語（C言語、Python、Java、CASLⅡ、表計算） -

極選分析 基本情報技術者 予想問題集 -

徹底解説 基本情報技術者 本試験問題 ※1 -

WEB イントロダクション

基本情報技術者 午前試験対策（電子書籍版） 電子書籍

コンピュータシステムの基礎 電子書籍

ITストラテジの基礎 電子書籍

ITマネジメントの基礎 電子書籍

教材補足資料 電子書籍

基本情報技術者 午前ポイント集 電子書籍

基本情報技術者午前試験対策 各分野別動画 動画

確認テスト

基礎理論、企業と法務、ネットワーク、
コンピュータシステム、データベース、セキュリティ、
開発技術、プロジェクトマネジメント、サービスマネ
ジメント、システム監査、システム戦略、
ヒューマンインタフェース・マルチメディア、
経営戦略

テスト ★ ★

午前総まとめテスト テスト ★ ★

基本情報 午後試験 プログラム言語の出題のポイント集 PDF -

午後問題対策 各分野別出題のポイント ※3 動画 -

午後分野別演習問題
※3

情報セキュリティ、ハードウェア/ソフトウェア、
データベース、ネットワーク、ソフトウェア設計、
データ構造及びアルゴリズム、マネジメント、
ストラテジ

動画
PDF

-

確認テスト
情報セキュリティ、基礎理論/データ構造及び
アルゴリズム、ソフトウェア開発（プログラミング言
語）

テスト - ★

午後総まとめテスト テスト - ★

午後本試験過去問題 ※2 テスト -

模試 全国統一公開模試 テスト - ★

TEST

PDF

動 画

電 子
書 籍

基本情報技術者（FE）午前免除制度

➢ 通信教育 教材構成

Python対応!

Python対応!

Python対応!

※1…1期前～過去3期分の試験問題を掲載 ※2…最新～過去3期分の試験問題を掲載
※3…選択言語でPythonを選択した場合、言語知識動画、および、午後分野別演習問題（動画・PDF）は掲載されません。『Python出題に
関する見解（仮題）』を2019年12月頃コース上に掲載予定です。
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基本情報技術者（FE）

講座名 合格ゼミ 基本情報技術者 午後対策講座 3日間講座

講座概要
午後問題の重点対策で、各分野の解き方のこつを伝授いたします。
独学では習得に困難な必須問題であるアルゴリズムは、トレース力を強化し、
新たな問題への対応力を身につけます。

担当講師 内藤 智美 講師 価格(税別) 40,000円

日程 2020年2月8日(土) 2020年2月29日(土) 2020年3月21日(土)

時間 10:00～17:00

会場 TKP品川カンファレンスセンター（定員35名）

使用教材
• 書籍『2020基本情報技術者 午後試験対策書』 価格：2,400円（税別）

• オリジナルレジュメ
※本セミナーでは使用教材の書籍が付属しません。別途ご購入ください。

学習目標

1回目 2回目 3回目

・試験の概要を知る。
・必須問題であるセキュリ
ティに重点を置き、その関
連技術であるネットワーク
を理解する。

・トレース力を強化し、擬
似言語が読めるようになる。
・解答群から正答を導き出
す、テクニックが身につく。

・各選択問題の特徴をつかむ。
・午後問題選択と時間配分
の戦略を立てることができ
る。

カリキュラム

□オリエンテーション
・試験の概要

□セキュリティとネットワーク
・アクセス制御
・暗号化
・情報セキュリティ

マネジメント

□アルゴリズムとデータ構造
・擬似言語のトレース
・午後アルゴリズムの

解き方のこつ

□選択問題
・データベース
・ソフトウェア設計
・マネジメント
・ストラテジ

□今後の自己学習に向けて
・問題選択と時間配分
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基本情報技術者（FE）

講座名 合格ゼミ 基本情報技術者 直前対策講座 1日間講座

講座概要

午後試験の必須分野であるアルゴリズム、セキュリティを中心に、
時間内に効率的に解くこつを伝授いたします。
選択分野で悩まれている方、または自己学習時の疑問点がある方は
個別に相談に応じます。

担当講師 内藤 智美 講師 価格(税別) 16,980円

日程 2020年3月28日（土）

時間 10:00～17:00

会場 TKP品川カンファレンスセンター（定員35名）

使用教材 オリジナルレジュメ

学習目標

・午後試験の必須分野であるアルゴリズム、セキュリティの得点力アップをめざして、
効率的な解き方のこつをつかむ。

・選択分野を決定して、本番までの学習の焦点を絞る。
・自己学習での疑問点は、講師に質問して解消する。

カリキュラム

□本試験の戦略
・午後試験の選択分野と時間配分の戦略
・午後問題の効率的な解き方

□アルゴリズム
・擬似言語のトレース方法確認
・本試験問題演習

□セキュリティ
・頻出テーマの知識確認
・本試験問題演習
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極選分析 予想問題集
刊行時期 ：発売中
販売価格（税別） ：3,400円

徹底解説 本試験問題
刊行時期 ：2020年1月下旬予定

販売価格（税別） ：2,800円

応用情報・高度共通午前試験対策書
刊行時期 ：2019年9月中旬予定

販売価格（税別） ：2,700円

午後問題の重点対策
刊行時期 ：2019年10月下旬予定

販売価格（税別） ： 3,400円

種類 受験地 受験日/答案提出締切日 価格(税別)

採点付き
会場（東京、大阪、名古屋） 2020年3月8日(日)

6,000円
自宅 2020年3月10日(火) 弊社必着

採点なし - - 3,500円

コース名 標準学習時間 受講開始月 受講終了月 価格(税別)

プレミアムコース 210時間
2019年10月

2020年5月末

37,000円

スタンダードコース 190時間 31,000円

プラクティスコース（模試付き） -
2019年12月

22,500円

プラクティスコース（模試なし） - 17,000円

初AP受験者向けL３テクノロジ系
基礎知識習得コース

- 随時 6ヶ月間 7,000円

商品名 問題数 受験回数 受講期間 価格(税別)

午前ⅠレベルチェックテストA 100問（150分） 2回 ３か月 2,000円

午前ⅠレベルチェックテストB 100問（150分） 2回 ３か月 2,000円

商品名 問題数 配信日 配信開始日 全問配信〆切日 価格(税別)

宿題
メール

1日2問（最大150問） 祝日を
含む
月～金

2019年11月1日 1月6日開始分まで 3,000円

1日3問（最大150問） 2020年 1月6日 2月10日開始分まで 3,000円

受験会場は12月上旬にホームページ上でご案内します。受験地は1月末まで変更可能です。

刊行時期は最新版の発売日となります。お急ぎの方は、発売中の現行版をお求めください。

レベルチェックテストBが新発売!
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★…必須課題

教材
プレミ
アム

スタン
ダード

プラク
ティス

初AP
受験者
向け

書籍
応用情報・高度共通 午前試験対策書 - -

応用情報技術者 午後問題の重点対策 - -

極選分析 応用情報技術者 予想問題集 - -

徹底解説 応用情報技術者 本試験問題 ※1 - -

WEB
イントロダクション

応用情報・高度午前Ⅰ共通 ポイント集 PDF -

応用情報技術者の基礎知識（テクノロジ） PDF - -

応用情報技術者の基礎知識（テクノロジ）章末テスト テスト - -

事前・事後テスト

情報セキュリティ、基礎理論、
コンピュータシステム、技術要素、開発技術、
プロジェクトマネジメント、
サービスマネジメント、システム戦略、経営戦
略、企業と法務

テスト ★ ★ -

午前本試験過去問題 ※2 テスト - -

午後のポイント解説 各分野別 PDF -

午後問題対策 各分野別出題のポイント 動画 -

午後分野別演習問題

情報セキュリティ、プログラミング、ストラテ
ジ、システムアーキテクチャ/組込システム開発、
情報システム開発、データベース、ネットワーク、
プロジェクトマネジメント/サービスマネジメン
ト/システム監査

PDF
動画

-

確認テスト 情報セキュリティ テスト
★

郵送

★
郵送

- -

午後総まとめテスト
提出期限：2月21日（金）
※弊社必着

テスト
★

郵送

★
郵送

-

午後本試験過去問題 ※2 テスト -

模試
全国統一公開模試 テスト ★ ★ 選択 -

➢ 通信教育 教材構成

※1…1期前～過去3期分の試験問題を掲載
※2…最新～過去3期分の試験問題を掲載
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講座名 合格ゼミ 応用情報技術者 午後対策講座（テクノロジ系） 3日間講座

講座概要

テクノロジ系分野の得点力を伸ばすことに主軸を置いて、試験合格を目指すコースです。
「ポイント確認」「例題演習」「過去問演習」を繰り返すメソッドで単元ごとの得点力を
伸ばします。
自己学習で限界を感じている方、範囲が広すぎてどこから着手すれば良いのか困っている
方にも効果的な講座です。

（本講座でもストラテジ・マネジメント系問題の特徴を解説しますが、全般的にテクノロ
ジ系分野に主軸を置いたセミナーとなっております。マネジメント・ストラテジ系の問題
を、より専門的に勉強したい方は、マネジメント・ストラテジ系講座（1日講座）もご検
討ください）

担当講師 出口 雄一 講師 価格(税別) 45,000円

日程① 土日 2020年2月9日(日) 2020年3月1日(日) 2020年3月22日(日)

会場 TKP品川カンファレンスセンター（定員35名）

日程② 平日 2020年2月10日(月) 2020年3月3日(火) 2020年3月17日(火)

会場 アイテック教育事業本部（定員16名） ※泉岳寺駅A3出口より徒歩1分

時間 10:00～17:00

使用教材 ・オリジナルレジュメ（各回ごと配付）

カリキュラム

1回目 2回目 3回目

・オリエンテーション
試験概要、重要基礎事項
の確認

・システムアーキテクチャ分野
公式を使う計算問題の解法
について

・ストラテジ分野または
マネジメント分野※

・問題演習

※当日の進行により、
どちらかを実施します

・データベース分野
関係データベースの
構成技術

・アルゴリズム分野または
組込み開発分野※

・問題演習

※当日の進行により、
どちらかを実施します

・ネットワーク分野
コンピューターネット
ワークの構成技術

・セキュリティ分野
セキュリティ技術、
セキュリティ対策

・問題演習

注意事項

・本セミナーは、基本情報技術者試験に合格している方、または同等レベルの方を対象と
して、演習問題や解説の難易度を設定しています。セミナーの効果を最大限活用していた
だくために、お申し込み前のご確認をお願いいたします。
・本セミナーの第1回目では、試験概要のみならず、学習計画の立て方や、セミナー全体
の活用方法など、重要事項の解説があります。第1回目は、万障お繰り合わせの上ご参加
いただくことを強く推奨します。
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講座名 合格ゼミ 応用情報技術者 午後対策講座（マネジメント系・ストラテジ系） 1日間講座

講座概要

マネジメント系／ストラテジ系問題で受験を考えている方の１日限定開催の午後対策講座
です。午後の問題演習を通して、マネジメント系／ストラテジ系各分野の攻略ポイントを
解説します。マネスト系午後試験突破のためのベストプラクティスは『知識』＋『読み
方』＋『書き方』の理解です。本講座では、そのエッセンスを速習形式で解説し、合格ラ
イン前後の方が＋５～１０点できる内容です。

担当講師 佐々木 章二 講師 価格(税別) 17,980円

日程① 土日 2020年3月14日（土） 会場① 土日 TKP品川カンファレンスセンター(定員35名)

日程② 平日 2020年3月16日（月） 会場② 平日 アイテック教育事業本部（定員16名）

時間 10:00～17:00 使用教材 オリジナルレジュメ

学習目標
・マネジメント系・ストラテジ系各分野の出題傾向を知る
・マネジメント系・ストラテジ系各分野の重要事項を理解する
・マネジメント系・ストラテジ系各分野の記述解答のポイントを理解する

カリキュラム

■マネスト系午後試験の傾向と対策
・マネスト系午後試験の特長と傾向
・勉強法と合格対策

■戦略立案・コンサルティング技法
・マーケティング/経営分析/会計・財務
・過去問演習：問題の読み方と記述の解答ポイント

■プロジェクトマネジメント
・品質管理/コスト管理/リスク管理
・過去問演習：問題の読み方と記述の解答ポイント

■サービスマネジメント
・サービスレベル管理/インシデント管理/サービスデスク
・過去問演習：問題の読み方と記述の解答ポイント

■システム監査
・IT統制/情報セキュリティ監査/システム監査関連法規
・過去問演習：問題の読み方と記述の解答ポイント

講座名 合格ゼミ 応用情報技術者 直前対策講座（テクノロジ系） 1日間講座

講座概要
午後必須解答となっている情報セキュリティの他、ピックアップした分野の問題演習・解
説をします。自己学習の仕上げをしたい方、最後の2週間で何をすべきか確認したい方にお
勧めの講座です。

担当講師 出口 雄一 講師 価格(税別) 18,980円

日程 2020年3月28日（土） 時間 10:00～17:00

会場 TKP品川カンファレンスセンター（定員35名） 使用教材 オリジナルレジュメ

カリキュラム

・オリエンテーション 試験概要解説、重要基礎事項の確認

・セキュリティ分野 セキュリティ技術、セキュリティ対策、問題演習

・ストラテジ分野またはマネジメント分野
※  当日の進行により、どちらかを実施します

問題演習

・テクノロジ分野 ※テクノロジ系分野から
ピックアップした問題を、演習・解説します

技術解説、問題演習

・講座で演習する問題数・取り扱う分野の数は、当日の講座の進行に伴い増減する可能性
があります。
・直前対策講座では、応用情報技術者試験対策講座3日コースと重複する内容が含まれます。
・初回受験者や試験全般に不安のある方は、合格ゼミ午後対策講座（3日間講座）の

受講をおすすめしますのでご検討ください。

注意事項
・本セミナーは、基本情報技術者試験に合格している方、または同等レベルの方を対象と
して、演習問題や解説の難易度を設定しています。セミナーの効果を最大限活用していた
だくために、お申し込み前のご確認をお願い致します。



情報処理安全確保支援士（SC）

41

セキュリティ技術の教科書
刊行時期 ：2020年3月下旬予定

販売価格（税別） ：4,200円

極選分析 予想問題集
刊行時期 ：2019年10月下旬予定

販売価格（税別） ：3,200円

徹底解説 本試験問題
刊行時期 ：2020年1月下旬予定

販売価格（税別） ：3,400円

応用情報・高度共通午前試験対策書
刊行時期 ：2019年9月中旬予定

販売価格（税別） ：2,700円

専門知識+午後問題の重点対策
刊行時期 ：2019年9月下旬予定

販売価格（税別） ：3,700円

種類 受験地 受験日/答案提出締切日 価格(税別)

採点付き
会場（東京、大阪、名古屋） 2020年3月8日(日)

8,000円
自宅 2020年3月10日(火) 弊社必着

採点なし - - 4,500円

コース名 標準学習時間 受講開始月 受講終了月 価格(税別)

スタンダードコース 210時間 2019年10月

2020年5月末

44,000円

午前Ⅰ免除コース 170時間

2019年12月

41,000円

午後Ⅰ・Ⅱ対策コース 155時間 36,000円

プラクティスコース（模試付き） - 24,500円

プラクティスコース（模試なし） - 17,000円

商品名 問題数 受験回数 受講期間 価格(税別)

午前ⅠレベルチェックテストA 100問（150分） 2回 ３か月 2,000円

午前ⅠレベルチェックテストB 100問（150分） 2回 ３か月 2,000円

商品名 問題数 配信日 配信開始日 全問配信〆切日 価格(税別)

宿題
メール

1日2問（最大150問）
祝日を
含む
月～金

2019年11月1日 1月6日開始分まで 3,000円

1日3問（最大150問） 2020年 1月6日 2月10日開始分まで 3,000円

午前Ⅰ免除者向け
1日2問（最大75問）

2019年11月1日 2月26日開始分まで 2,500円

受験会場は12月上旬にホームページ上でご案内します。受験地は1月末まで変更可能です。

刊行時期は最新版の発売日となります。お急ぎの方は、発売中の現行版をお求めください。

レベルチェックテストBが新発売!
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教材
スタン
ダード

午前Ⅰ
免除

午後
Ⅰ・Ⅱ
対策

プラク
ティス

書籍
応用情報・高度共通 午前試験対策書 - - -

情報処理安全確保支援士 「専門知識+午後問題」の重点対策 -

セキュリティ技術の教科書 -

極選分析 情報処理安全確保支援士 予想問題集 -

徹底解説 情報処理安全確保支援士 本試験問題 ※1 -

WEB
イントロダクション

応用情報・高度午前Ⅰ共通ポイント集 PDF - - -

午前Ⅰ事前・事後テスト
テクノロジ、マネジメント、
ストラテジ

テスト ★ - -

午前Ⅱ事前・事後テスト ネットワーク、セキュリティ テスト ★ ★ -

レベル３演習問題
技術要素、開発技術、
サービスマネジメント

テスト - -

午前本試験過去問題 ※2 テスト - -

午後Ⅰ・Ⅱ解法 各分野別出題のポイント 動画

午後分野別演習問題
PDF
動画

午後Ⅰ総まとめテスト
提出期限：2月21日（金）
※弊社必着

テスト
★

郵送

★
郵送

★
郵送

午後Ⅱ総まとめテスト
提出期限：3月19日（木）
※弊社必着

テスト
★

郵送

★
郵送

★
郵送

午後本試験過去問題 ※2 テスト

模試
全国統一公開模試 テスト ★ ★ ★ 選択

★…必須課題
➢ 通信教育 教材構成

※1…1期前～過去3期分の試験問題を掲載
※2…最新～過去3期分の試験問題を掲載
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講座名 合格ゼミ 情報処理安全確保支援士 午後対策講座 3日間講座

講座概要

午後問題を解くための知識を習得しながら演習で実力を定着させるコースです。
合格するためにやるべき次の三つのコトを理解・実践すること目標とします。全員を対象
とするスピード添削と、希望者を対象とするじっくり添削も実施します。
(1)前提知識を整理する‥問題文を読み切り、的確な解答を書くために必要な前提知識を
オリジナル資料と要点解説で固めます。
(2)答案を仕上げる流儀を磨く‥本文や設問文の読み方、解答文をまとめる際のコツや作
法を体得し、自分の解き方を確立します。
(3)本気になる‥事前学習と本番会場におけるマインドです。合格ゼミの参加者の”本気”
に触れることも刺激になります。

担当講師 長嶋 仁 講師 価格(税別) 54,000円

日程① 土日 2020年2月9日(日) 2020年3月1日(日) 2020年3月22日(日)

会場 TKP品川カンファレンスセンター（定員40名）

日程② 平日 2020年2月12日(水) 2020年3月4日(水) 2020年3月18日(水)

会場 アイテック教育事業本部（定員16名） ※泉岳寺駅A3出口より徒歩1分

時間 10:00～17:00

使用教材

・書籍『2020春 徹底解説 情報処理安全確保支援士 本試験問題』
価格：3,400円（税別）

※『2019秋 徹底解説 情報処理安全確保支援士 本試験問題』でもご受講いただけます
※本セミナーでは使用教材の書籍が付属しません。別途ご購入ください。

学習目標

1回目 2回目 3回目

・合格のための学習内容と
前提知識の全容を把握する

・重要な専門知識を理解し
未消化分は自己学習で
継続できる。

・午後Ⅰ問題の解法の
ポイントや間違いやすい
点を理解し、自己学習に
取り組める。

・弱点を明確にして
強化計画を立てる。

・得意分野では合格点を
取れるようになる。

・重要な専門知識を理解し
未消化分は自己学習で
継続できる。

・午後Ⅱ問題の解法の
ポイントや心構え
（本気力）を理解する。

午後問題に慣れて、合格点
を取れる問題が増える。
自力で演習結果を添削でき
るようになって、得点力を
アップできる。
本試験までにやるべきこと
を明確にして、追い込み学
習に入る。
重要な専門知識を理解
し、未消化分は自己学習で
継続できる。

カリキュラム

ガイダンス
・SC試験の傾向と対策

情報セキュリティ専門知識
の要点解説

・情報セキュリティの概念
・サイバーセキュリティ

のトレンド
・通信の制御とサイバー

攻撃対策
・Webシステムの

セキュリティ(1)
午後Ⅰ問題トライアル演習

・答案を仕上げる流儀と
演習方法

情報セキュリティ専門知識の
要点解説と午後問題の解法

・インターバル課題の
解説、解法

・Webシステムの
セキュリティ(2)

・セキュアプログラミング
・暗号技術、認証技術、

PKI
・情報セキュリティの

運用管理
午後問題演習と解説・解法

情報セキュリティ専門知識の
要点解説と午後問題の解法

・インターバル課題の
解説、解法
・DNSのセキュリティ
・電子メールのセキュリティ
・ネットワークのセキュリティ
・認証基盤とアクセス制御

午後問題演習と解説・解法
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講座名 合格ゼミ 情報処理安全確保支援士 直前対策講座 1日間講座

講座概要

合格のために必要な得点力の３要素（前提知識、答案を仕上げる流儀、本気力）の観点で、
午後問題を例題として確認しながら得点力強化を目指す、実践的な直前対策講座です。
演習を行う問題は一部とし、過去問題と解答例、市販教材の解説をベースに、差がつくポ
イント、間違いやすいポイント、３要素の観点でのプラスαの解説を中心に進めます。
※ ３要素の説明は合格ゼミ3日間コースと重複しますが、例題は異なる問題を使用します。

担当講師 長嶋 仁 講師 価格(税別) 19,980円

日程 2020年3月28日（土） 時間 10:00～17:00

会場 TKP品川カンファレンスセンター(定員35名) 使用教材 オリジナルレジュメ

学習目標
直前対策講座では、午後Ⅰ、午後Ⅱ試験の得点力アップを目指して、答案を仕上げる流儀
（本文や設問文の読み方、時間配分、解答作成のコツや作法など）を中心に体得します。

事前課題
講座２週間前に、事前課題の問題（午後Ⅱの1問）を受講者のみなさまにお知らせします。
事前に問題を解いていることを前提に講座を進めますので、研修の効果を高めるためにも
問題を解いてからご参加ください。

カリキュラム

１．午後試験の得点力の３要素を理解する
・得点力 ＝ 「前提知識」×「答案を仕上げる流儀」×「本気力」

２．典型的な例題（本試験の過去問題）を演習しながら得点力の３要素を体得する
・定番技術の知識力がポイントになる問題
・本文の記述の読み取りがポイントになる問題
・粘り強く答案を書き上げることがポイントになる午後Ⅱ問題 など

情報処理安全確保支援士の午後対策講座と直前対策講座は、LIVE配信で各会場に中継します。

講座名 LIVE配信 合格ゼミ 情報処理安全確保支援士 午後対策講座 3日間講座

会場 大阪 ：Winスクールなんば校（定員20名） 価格(税別) 38,000円

講座名 LIVE配信 合格ゼミ 情報処理安全確保支援士 直前対策講座 1日間講座

会場
大阪 ：Winスクールなんば校（定員20名）
名古屋：Winスクール栄校（定員18名）
福岡 ：Winスクール福岡天神校（定員16名）

価格(税別) 14,000円
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データベース技術の教科書
刊行時期 ：発売中
販売価格（税別） ：4,200円

極選分析 予想問題集
刊行時期 ：2019年10月下旬予定

販売価格（税別） ：3,200円

徹底解説 本試験問題
刊行時期 ：2019年9月中旬予定

販売価格（税別） ：3,400円

応用情報・高度共通午前試験対策書
刊行時期 ：2019年9月中旬予定

販売価格（税別） ：2,700円

専門知識+午後問題の重点対策
刊行時期 ：2019年10月下旬予定

販売価格（税別） ：3,700円

種類 受験地 受験日/答案提出締切日 価格(税別)

採点付き
会場（東京、大阪、名古屋） 2020年3月8日(日)

8,000円
自宅 2020年3月10日(火) 弊社必着

採点なし - - 4,500円

コース名 標準学習時間 受講開始月 受講終了月 価格(税別)

スタンダードコース 190時間 2019年10月

2020年5月末

44,000円

午前Ⅰ免除コース 150時間

2019年12月

41,000円

午後Ⅰ・Ⅱ対策コース 135時間 36,000円

プラクティスコース（模試付き） - 24,500円

プラクティスコース（模試なし） - 17,000円

商品名 問題数 受験回数 受講期間 価格(税別)

午前ⅠレベルチェックテストA 100問（150分） 2回 ３か月 2,000円

午前ⅠレベルチェックテストB 100問（150分） 2回 ３か月 2,000円

商品名 問題数 配信日 配信開始日 全問配信〆切日 価格(税別)

宿題
メール

1日2問（最大150問）
祝日を
含む
月～金

2019年11月1日 1月6日開始分まで 3,000円

1日3問（最大150問） 2020年 1月6日 2月10日開始分まで 3,000円

午前Ⅰ免除者向け
1日2問（最大75問）

2019年11月1日 2月26日開始分まで 2,500円

受験会場は12月上旬にホームページ上でご案内します。受験地は1月末まで変更可能です。

刊行時期は最新版の発売日となります。お急ぎの方は、発売中の現行版をお求めください。

レベルチェックテストBが新発売!
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教材
スタン
ダード

午前Ⅰ
免除

午後
Ⅰ・Ⅱ
対策

プラク
ティス

書籍 応用情報・高度共通 午前試験対策書 - - -

データベーススペシャリスト
「専門知識+午後問題」の重点対策

-

データベース技術の教科書 -

極選分析 データベーススペシャリスト 予想問題集 -

徹底解説 データベーススペシャリスト 本試験問題 -

WEB イントロダクション

応用情報・高度午前Ⅰ共通ポイント集 PDF - - -

午前Ⅰ事前・事後テスト
テクノロジ（1）、テクノロジ（2）、
マネジメント、ストラテジ

テスト ★ - -

午前Ⅱ事前・事後テスト データベース、セキュリティ テスト ★ ★ -

レベル3演習問題 コンピュータシステム、開発技術 テスト - -

午前本試験過去問題 テスト - -

午後問題対策 各分野別出題のポイント、
演習問題、演習問題解説

動画
PDF

午後Ⅰ総まとめテスト
提出期限：2月21日（金）
※弊社必着

テスト
★

郵送

★
郵送

★
郵送

午後Ⅱ総まとめテスト
提出期限：3月19日（木）
※弊社必着

テスト
★

郵送

★
郵送

★
郵送

午後本試験過去問題 テスト - - -

模試 全国統一公開模試 テスト ★ ★ ★ 選択

★…必須課題
➢ 通信教育 教材構成

セキュリティ追加！
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講座名 合格ゼミ データベーススペシャリスト 午後対策講座 3日間講座

講座概要

午後問題を解くための知識を習得しながら演習で実力を定着させるコースです。
午後試験で出題される必須ポイントを効率的に学ぶことに加え、試験合格レベルのデータ
ベース設計技法についても解説します。午後Ⅰ、午後Ⅱの詳細解説と併せて、合計100
ページほどの資料を用意しています。
「解答テクニックの冊子をまとめていただき、非常に参考になる」「問題の整理の仕
方、解法の考え方がとても丁寧で分かりやすい」等の受講者から好評の講座です。

担当講師 山下 真吾 講師 価格(税別) 54,000円

日程① 土日 2020年2月8日(土) 2020年2月29日(土) 2020年3月21日(土)

会場 TKP品川カンファレンスセンター（定員40名）

日程② 平日 2020年2月13日(木) 2020年3月5日(木) 2020年3月19日(木)

会場 アイテック教育事業本部（定員16名） ※泉岳寺駅A3出口より徒歩1分

時間 10:00～17:00

使用教材
・書籍『2020徹底解説データベーススペシャリスト本試験問題』

価格：3,400円（税別）

※本セミナーでは使用教材の書籍が付属しません。別途ご購入ください。

学習目標

1回目 2回目 3回目

・午後Ⅰの頻出問題である
基礎理論とデータベース設
計(論理設計)を取り上げ、
本文から関数従属性を抽出
する方法、テーブル設計の
様々なパターンなどを解説
し、午後Ⅰの得点アップを
目指す。
・物理設計をテーマとする
午後Ⅰの過去問題を演習し、
クエリと索引について様々
な角度から理解を深める。

・午後Ⅱの頻出問題である
概念設計を取り上げ、本講
座では、概念設計の技法を
体系的に理解し、エンティ
ティ、関連、汎化関係を抽
出する方法を解説し、午後
Ⅱ（概念設計）の得点アッ
プを目指す。

・第2回目から継続して午後
Ⅱ対策を実施します。
・過去問を改変した問題
（午後Ⅰレベル）、デザイ
ンパターンのエッセンスを
採り入れたオリジナル問題
（午後Ⅱレベル）を演習し、
論理設計および概念設計の
技法をしっかり習得するこ
とができる。

カリキュラム

◆試験概要、勉強方法
◆基礎理論・論理設計の解説
◆午後Ⅰ解法テクニック解説
◆DBMSの機能（索引等）
◆過去問題演習

・午後Ⅰ（基礎理論）
・午後Ⅰ（物理設計）

◆概念設計の解説
◆午後Ⅱ解法テクニックの解説
◆過去問題演習

・午後Ⅱ（概念設計）

◆過去問題演習
・午後Ⅱ（概念設計）

◆論理設計演習
◆概念設計演習
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講座名 合格ゼミ データベーススペシャリスト 直前対策講座 1日間講座

講座概要

午後Ⅱ試験（概念データモデル設計）の重要な設計パターンを、
例題を演習しながら得点力強化を目指して解説します。
設計パターンを用いた概念データモデル設計を演習し、午後Ⅱ試験を突破できる
モデリングスキルの習得を目指します。直前の総仕上げとして最適な講座です。

※ 合格ゼミ3日間コースと設計パターンの解説が重複しますが、
演習問題は異なっていますので、3日間コースを受講された方にも効果的な内容です。

担当講師 山下 真吾 講師 価格(税別) 19,980円

日程 2020年3月28日（土）

時間 10:00～17:00

会場 TKP品川カンファレンスセンター（定員35名）

使用教材 オリジナルレジュメ

事前課題

講座２週間前に、事前課題の問題（1問）を受講者のみなさまにお知らせします。
事前に問題を解いていることを前提に講座を進めますので、研修の効果を高めるためにも
問題を解いてからご参加ください。

カリキュラム

１. 概念データモデル設計の重要パターン
1. 1対1の関連
2. 冗長な関連を結ばないこと
3. 再帰
4. 連関エンティティ
5. 参照元と参照先の両者の汎化関係の切り口が等しい場合の関連
6. 時間経過によって値が変化する事態への対処
7. 複数の切り口がある場合のサブタイプ化

2. 概念データモデル設計の演習
・過去問を改変した問題（午後Ⅱ概念設計）、デザインパターンのエッセンスを採り入れ
たオリジナル問題を演習し、論理設計および概念設計の技法をしっかり習得することがで
きる。

※特に重要な項目は合格ゼミ（3日間コース）と一部重複する部分もあります
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徹底解説 本試験問題
刊行時期 ：2019年9月下旬予定

販売価格（税別） ：3,800円

応用情報・高度共通 午前試験対策書
刊行時期 ：2019年9月中旬予定

販売価格（税別） ：2,700円

専門知識+午後問題の重点対策
刊行時期 ：2019年10月下旬予定

販売価格（税別） ：3,700円

種類 受験地 受験日/答案提出締切日 価格(税別)

採点付き
会場（東京、大阪、名古屋） 2020年3月8日(日)

8,000円
自宅 2020年3月10日(火) 弊社必着

採点なし - - 4,500円

コース名 標準学習時間 受講開始月 受講終了月 価格(税別)

スタンダードコース 160時間 2019年10月

2020年5月末

32,000円

午前Ⅰ免除コース 120時間
2019年12月

28,000円

午後Ⅰ・Ⅱ対策コース 100時間 23,000円

商品名 問題数 受験回数 受講期間 価格(税別)

午前ⅠレベルチェックテストA 100問（150分） 2回 ３か月 2,000円

午前ⅠレベルチェックテストB 100問（150分） 2回 ３か月 2,000円

受験会場は12月上旬にホームページ上でご案内します。受験地は1月末まで変更可能です。

刊行時期は最新版の発売日となります。お急ぎの方は、発売中の現行版をお求めください。

レベルチェックテストBが新発売!

傾向に合わせた問題を、毎年、新規作成!
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教材
スタン
ダード

午前Ⅰ
免除

午後
Ⅰ・Ⅱ
対策

書籍
応用情報・高度共通 午前試験対策書 - -

エンベデッドシステムスペシャリスト
「専門知識+午後問題」の重点対策

徹底解説 エンベデッドシステムスペシャリスト 本試験問題

WEB
イントロダクション

応用情報・高度午前Ⅰ共通ポイント集 PDF - -

午前Ⅰ事前・事後テスト
テクノロジ（1）、テクノロジ（2）、
マネジメント、ストラテジ

テスト ★ - -

午前Ⅱ事前・事後テスト
コンピュータ構成要素、ソフトウェア、
ハードウェア、システム開発技術、
セキュリティ

テスト ★ ★ -

レベル3演習問題
コンピュータシステム、技術要素、
開発技術

テスト -

午前本試験過去問題 テスト -

午後分野別演習問題 PDF

午後Ⅰ総まとめテスト
提出期限：2月21日（金）
※弊社必着

テスト
★

郵送

★
郵送

★
郵送

午後Ⅱ総まとめテスト
提出期限：3月19日（木）
※弊社必着

テスト
★

郵送

★
郵送

★
郵送

午後本試験過去問題 テスト - - -

模試
全国統一公開模試 テスト ★ ★ ★

★…必須課題
➢ 通信教育 教材構成

セキュリティ追加！



エンベデッドシステムスペシャリスト（ES）

51

講座名 合格ゼミ エンベデッドシステムスペシャリスト ハードウェア系問題対策講座 1日間講座

講座概要

・ソフトウェア系エンジニアが不得意になりがちな、
午前Ⅱのハードウェア系問題の得点力を向上します。

・午後問題の勘所をつかみ、試験対策が効果的にできるようにします。
・IoT/M2M関連など、最近の出題テーマについて、ポイントを説明します。

組込みシステムは、ハードウェアとソフトウェアの双方によって構成されるため、他の
ITの分野に比べて、独自色が強いです。ソフトウェア系のエンジニアにとって、ハード
ウェア系の問題は、苦手意識を持つ場合が多いですが、午前Ⅱ試験では、多くのハード系
の問題が出題され、午後Ⅰでも、必須問題にハードウェア系の問題が含まれますので、避
けて逃げる訳にはいきません。講座では、単に午前Ⅱのハード系の問題が解答できるだけ
でなく、午後につながるハードウェアのポイント、午後の記述問題の勘所を重点的にお話
します。また、最近の試験ではIoT/M2M関連をテーマにした問題が出題されていますの
で、勘所を説明します。

※ 1日の短期コースとなります。エンベデッドシステムスペシャリスト試験の出題分野
すべてをカバーできませんので、十分な自学自習が不可欠です。

担当講師 久保 幸夫 講師 価格(税別) 19,980円

日程 2020年3月14日（土）

時間 10:00～17:00

会場 TKP品川カンファレンスセンター（定員20名）

使用教材 オリジナルレジュメ

カリキュラム

■午前Ⅱ（エンべデッドシステムスペシャリスト専門分野）試験の傾向と対策
・ハードウェア系頻出問題の演習とポイント
■午後試験対策
・午後対策のガイダンス 傾向と対策
・午後試験の着眼点
・計算問題の対策
■IoT系問題の勘所
・省電力技術、無線・通信のポイント
■午後演習
・午後Ⅰ問題の演習を通じて、解答のための「勘所」を身につける
・効果的な午後の演習方法

講師コメント

・エンべデッドシステムスペシャリストの午前Ⅱ試験では、ハードウェアに関する問題
が、多く出題されます（25問中5問～7問）。ハードウェア系の問題は、これまで過去問
そのままの出題が多い傾向にありましたが、平成31年の試験では、新作が2問出題される
など、変化の兆しがあります。これには、AI（機械学習）により、出題の予想ができるよ
うになり、さらにその精度が向上している時代背景がありそうです。そのため、今後、過
去問マル覚えで得点できる問題は減り、新作や改題の問題が多く出題されると考えられま
す。ハードウェア分野が不得意な人は、午前Ⅱの得点不足にならないよう本講座にて基礎
的な知識を習得してください。

・また、午後の問題の勘所について解説しながら、演習を行い、効果的な試験対策方法を
理解して、午後の得点力をアップを図っていきたいと思います。
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合格論文の書き方・事例集
刊行時期 ：発売中
販売価格（税別） ：3,000円

極選分析 予想問題集
刊行時期 ：2019年10月下旬予定

販売価格（税別） ：3,500円

徹底解説 本試験問題
刊行時期 ：2019年9月中旬予定

販売価格（税別） ：3,500円

応用情報・高度共通 午前試験対策書
刊行時期 ：2019年9月中旬予定

販売価格（税別） ：2,700円

専門知識+午後問題の重点対策
刊行時期 ：2019年10月下旬予定

販売価格（税別） ：3,700円

種類 受験地 受験日/答案提出締切日 価格(税別)

採点付き
会場（東京、大阪、名古屋） 2020年3月8日(日)

10,000円
自宅 2020年3月10日(火) 弊社必着

採点なし - - 4,500円

コース名 標準学習時間 受講開始月 受講終了月 価格(税別)

スタンダードコース 260時間 2019年10月

2020年5月末

52,000円

午前Ⅰ免除コース 220時間

2019年12月

49,000円

午後Ⅰ・Ⅱ対策コース 200時間 44,000円

論文対策コース（模試付き） 75時間 24,500円

論文対策コース（模試なし） 55時間 15,000円

プラクティスコース（模試付き） - 26,500円

プラクティスコース（模試なし） - 17,000円

論文添削のみのコースもありますので、詳しくは、担当営業までお問合せください。

商品名 問題数 受験回数 受講期間 価格(税別)

午前ⅠレベルチェックテストA 100問（150分） 2回 ３か月 2,000円

午前ⅠレベルチェックテストB 100問（150分） 2回 ３か月 2,000円

商品名 問題数 配信日 配信開始日 全問配信〆切日 価格(税別)

宿題
メール

1日2問（最大150問）
祝日を
含む
月～金

2019年11月1日 1月6日開始分まで 3,000円

1日3問（最大150問） 2020年 1月6日 2月10日開始分まで 3,000円

午前Ⅰ免除者向け
1日2問（最大75問）

2019年11月1日 2月26日開始分まで 2,500円

受験会場は12月上旬にホームページ上でご案内します。受験地は1月末まで変更可能です。

刊行時期は最新版の発売日となります。お急ぎの方は、発売中の現行版をお求めください。

レベルチェックテストBが新発売!
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★…必須課題

教材
スタン
ダード

午前Ⅰ
免除

午後
Ⅰ・Ⅱ
対策

論文
対策

プラク
ティス

書籍
応用情報・高度共通 午前試験対策書 - - - -

プロジェクトマネージャ
「専門知識+午後問題」の重点対策

- -

プロジェクトマネージャ 論文の書き方・事例集 -

極選分析 プロジェクトマネージャ 予想問題集 - -

徹底解説 プロジェクトマネージャ 本試験問題 - -

WEB
イントロダクション

応用情報・高度午前Ⅰ共通ポイント集 PDF - - - -

午前Ⅰ事前・事後テスト
テクノロジ（1）、
テクノロジ（2）、
マネジメント、ストラテジ

テスト ★ - - -

高度専門 プロジェクトマネジメント PDF - - -

午前Ⅱ事前・事後テスト プロジェクトマネジメント テスト ★ ★ - -

レベル3演習問題
技術要素、開発技術、
サービスマネジメント、
システム戦略、企業と法務

テスト - - -

午前本試験過去問題 テスト - - -

午後Ⅰ問題対策
各分野別出題のポイント、演習問題、演習問題解説

動画
PDF

-

午後Ⅰ総まとめテスト
提出期限：2月21日（金）

※弊社必着
テスト

★
郵送

★
郵送

★
郵送

-

午後Ⅱ問題対策
午後Ⅱの解法、演習問題、演習問題解説

動画
PDF

午後Ⅱ総まとめテスト
（論文×2回）

提出期限 1回目：2月21日（金）
2回目：3月19日（木）
※弊社必着

テスト
★

郵送

★
郵送

★
郵送

★
郵送

-

午後本試験過去問題 テスト - - -

模試
全国統一公開模試 テスト ★ ★ ★ 選択 選択

➢ 通信教育 教材構成
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講座名 合格ゼミ プロジェクトマネージャ 午後対策講座 3日間講座

講座概要

午後Ⅱの論文対策を中心に２回の論文添削をセットにしたコースです。
記述式と論述式の対策ポイントは『題意』（出題者が回答して欲しいと思っていること）
です。
本講座では、『題意』を適切に把握し、効率よく解答する方法を中心に解説します。
はじめて受験される方と再受験の方の両方に効果的な講座です。

担当講師 佐々木 章二 講師 価格(税別) 76,000円

日程① 土日 2020年2月8日(土) 2020年2月29日(土) 2020年3月21日(土)

会場 TKP品川カンファレンスセンター（定員25名）

日程② 平日 2020年2月14日(金) 2020年3月6日(金) 2020年3月23日(月)

会場 アイテック教育事業本部（定員16名） ※泉岳寺駅A3出口より徒歩1分

時間 10:00～17:00

使用教材

・書籍『2020プロジェクトマネージャ専門知識＋午後問題」の重点対策』
価格：3,700円（税別）

・書籍『プロジェクトマネージャ 合格論文の書き方・事例集 第5版』
価格：3,000円（税別）

※本セミナーでは使用教材の書籍が付属しません。別途ご購入ください。

学習目標

1回目 2回目 3回目

・論述式試験の傾向と特長
を理解する

・論述式試験を突破する為
のポイントを理解する

・論述式試験の問題文から
解答すべきポイントを
抜き出すことができる

・論述式試験の突破ポイント
をおさえて回答を作成
できる

・添削結果を踏まえ、
論述式試験の解答を
作成できる

・記述式試験の傾向と
特長を理解する

・進捗管理に関する基礎的
事項を理解する

・進捗管理に関する記述式
試験の特長と解法を
理解する

・要員管理に関する記述式
試験の特長と解法を
理解する

・品質管理に関する記述式
試験の特長と解法を
理解する

・リスク管理に関する
記述式試験の特長と
解法を理解する

・本試験に向けて復習して
おくべき学習事項を
理解する

カリキュラム

◆試験の概要と出題分野の
確認

◆論文作成のポイント
◆論述問題作成演習①

◆論述問題作成演習①の
添削結果講評

◆論述問題作成演習②
◆記述問題の傾向と対策
◆記述問題の解法テクニック
◆記述問題演習①

－進捗管理

◆論述問題作成演習②の
添削結果講評

◆記述問題演習②
－要員管理
－品質管理
－リスク管理
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講座名 合格ゼミ プロジェクトマネージャ 直前対策講座 1日間講座

講座概要

得点力の３要素（前提知識，正しい流儀，全力思考）の観点で、
例題を演習しながら得点力強化を目指す、実践的な直前対策講座です。
合格ライン（60点）を安定して突破するためには、得点できる設問を
確実に正解することが重要です。
そのために必要となるテクニックを、アンチパターン（不合格となる答案）を
リファクタリングする演習などを通して解説します。
合格ライン前後の方が＋５～１０点できる内容です。

担当講師 佐々木 章二 講師 価格(税別) 19,980円

日程 2020年3月28日（土）

時間 10:00～17:00

会場 TKP品川カンファレンスセンター（定員30名）

使用教材 オリジナルレジュメ

学習目標

・午後Ⅰ（記述式問題）を効率よく、正しく読むためのテクニックを知る
・午後Ⅰ（記述式問題）に正しく答えるテクニックを知る
・論文例の良し悪しを判断できるようになる
・午前Ⅱの知識を論文ネタに活用するテクニックを知る

カリキュラム

◆午後Ⅰ（記述式問題）直前対策
～５０点台を６０点台にするためのテクニック

・問題文を『効率よく読む』
・設問文を『正しく読む』
・解答文を『正しく答える』
・アンチパターン（間違った解答文）に見る、題意とのズレ
・『得点できる設問』の見極め術

◆午後Ⅱ（論述式問題）直前対策
・論文作成テクニックの復習
～アンチパターン（不合格レベル論文）から学ぶ合格レベル論文の書き方

・この論文は合格or不合格？
判断できるようになることが合格への近道

・不合格論文をリファクタリングし、合格論文にしよう
～これで安心 論文ネタの仕入れ方

・論文ネタは午前Ⅱに転がっている
午前Ⅱ知識の再確認と論文への応用
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合格論文の書き方・事例集
刊行時期 ：発売中
販売価格（税別） ：3,000円

極選分析 予想問題集
刊行時期 ：2019年10月下旬予定

販売価格（税別） ：3,500円

徹底解説 本試験問題
刊行時期 ：2019年9月中旬予定

販売価格（税別） ：3,500円

応用情報・高度共通午前試験対策書
刊行時期 ：2019年9月中旬予定

販売価格（税別） ：2,700円

専門知識+午後問題の重点対策
刊行時期 ：2019年10月下旬予定

販売価格（税別） ：3,700円

種類 受験地 受験日/答案提出締切日 価格(税別)

採点付き
会場（東京、大阪、名古屋） 2020年3月8日(日)

10,000円
自宅 2020年3月10日(火) 弊社必着

採点なし - - 4,500円

コース名 標準学習時間 受講開始月 受講終了月 価格(税別)

スタンダードコース 260時間 2019年10月

2020年5月末

52,500円

午前Ⅰ免除コース 220時間

2019年12月

49,500円

午後Ⅰ・Ⅱ対策コース 200時間 44,500円

論文対策コース（模試付き） 75時間 25,000円

論文対策コース（模試なし） 55時間 15,500円

プラクティスコース（模試付き） - 27,000円

プラクティスコース（模試なし） - 17,500円

論文添削のみのコースもありますので、詳しくは、担当営業までお問合せください。

商品名 問題数 受験回数 受講期間 価格(税別)

午前ⅠレベルチェックテストA 100問（150分） 2回 ３か月 2,000円

午前ⅠレベルチェックテストB 100問（150分） 2回 ３か月 2,000円

商品名 問題数 配信日 配信開始日 全問配信〆切日 価格(税別)

宿題
メール

1日2問（最大150問）
祝日を
含む
月～金

2019年11月1日 1月6日開始分まで 3,000円

1日3問（最大150問） 2020年 1月6日 2月10日開始分まで 3,000円

午前Ⅰ免除者向け
1日2問（最大75問）

2019年11月1日 2月26日開始分まで 2,500円

受験会場は12月上旬にホームページ上でご案内します。受験地は1月末まで変更可能です。

刊行時期は最新版の発売日となります。お急ぎの方は、発売中の現行版をお求めください。

レベルチェックテストBが新発売!
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教材
スタン
ダード

午前Ⅰ
免除

午後
Ⅰ・Ⅱ
対策

論文
対策

プラク
ティス

書籍
応用情報・高度共通 午前試験対策書 - - - -

システム監査技術者 「専門知識+午後問題」の重点対策 - -

システム監査技術者 論文の書き方・事例集 -

極選分析 システム監査技術者 予想問題集 - -

徹底解説 システム監査技術者 本試験問題 - -

WEB
イントロダクション

応用情報・高度午前Ⅰ共通ポイント集 PDF - - - -

午前Ⅰ事前・事後テスト
テクノロジ（1）、テクノロジ（2）、
マネジメント、ストラテジ

テスト ★ - - -

高度専門 システム監査 PDF - - -

高度専門 経営戦略と法務 PDF - - -

午前Ⅱ事前・事後テスト システム監査、法務、セキュリティ テスト ★ ★ - -

レベル3演習問題
技術要素、開発技術、サービスマネ
ジメント、経営戦略、企業と法務、

テスト - - -

午前本試験過去問題 テスト - - -

午後Ⅰ問題対策
各分野別出題のポイント、演習問題、演習問題解説

動画
PDF

-

午後Ⅰ総まとめテスト
提出期限：2月21日（金）
※弊社必着

テスト
★

郵送

★
郵送

★
郵送

-

午後Ⅱ問題対策
午後問題対策、演習問題、演習問題解説、論文事例

動画
PDF

午後Ⅱ総まとめテスト
（論文×2回）

提出期限 1回目：2月21日（金）
弊社必着 2回目：3月19日（木）

テスト
★

郵送

★
郵送

★
郵送

★
郵送

-

午後本試験過去問題 テスト - - -

模試
全国統一公開模試 テスト ★ ★ ★ 選択 選択

★…必須課題
➢ 通信教育 教材構成

講義形式動画に!

講義形式動画に!

セキュリティ追加！
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講座名 合格ゼミ システム監査技術者 午後対策講座 3日間講座

講座概要

午後Ⅱの論文対策を中心に２回の論文添削をセットにしたコースです。また、午後Ⅰにつ
いても、解答のコツを学ぶことが出来ます。
表面的な説明ではなく、合格に必要な基本的な考え方を身に付けてもらうことが合格への
近道である
ことをモットーとしています。
システム監査は、ＳＥとしての経験をベースにすれば合格できるわけではありません。
システム監査特有の基本的な考え方をマスターしないと合格は出来ません。本講座で
は、この基本的な考え方を短時間でマスターしてもらうと同時に、合格に必要な試験のコ
ツも効率的に習得できるようにしています。

担当講師 落合 和雄 講師 価格(税別) 76,000円

日程 2020年2月8日(土) 2020年2月29日(土) 2020年3月21日(土)

時間 10:00～17:00

会場 TKP品川カンファレンスセンター（定員25名）

使用教材

・書籍『2020 システム監査技術者 専門知識＋午後問題」の重点対策』
価格：3,700円（税別）

・書籍『システム監査技術者 合格論文の書き方・事例集 第5版』
価格：3,000円（税別）

※本セミナーでは使用教材の書籍が付属しません。別途ご購入ください。

学習目標

1回目 2回目 3回目

・システム監査の基礎知識
を理解する。

・論述式問題の解き方を
理解する。

・論述式問題の設計を
完成する。

・記述式問題の
解法テクニックを理解する。

・論述式問題の解答の
ポイントを理解する。

・自分の論述式問題解答の
問題点を把握できる。

・出題傾向を理解する。
・記述式問題の

解答テクニックと解答の
ポイントを習得できる。

・論述式問題の
解答テクニックと解答の
ポイントを習得できる。

・今後の論述式問題の
取組計画を作成できる。

カリキュラム

◆オリエンテーション
◆システム監査の基礎（１）
◆午後Ⅱ 論述式問題対策
・論述式問題の取組み方.
・論文モデル設計書説明
【論文問題設計】

◆システム監査の基礎（２）
◆午後Ⅰ 記述式問題対策
・午後Ⅰの解答テクニック
・午後Ⅰの解答のポイント
【午後Ⅰ過去問題演習】
【論文構成演習】
・論文個別指導

【午後Ⅰ過去問題演習】
・午後Ⅰ解答テクニックの

確認
【論文構成演習】
・論文個別指導
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講座名 合格ゼミ システム監査技術者 直前対策講座 1日間講座

講座概要

午後Ⅰ、午後Ⅱの解答のコツを学ぶことが出来ます。
表面的な説明ではなく、合格に必要な基本的な考え方を身に付けてもらうことが合格への
近道である
ことをモットーとしています。
システム監査は、ＳＥとしての経験をベースにすれば合格できるわけではありません。
システム監査特有の基本的な考え方をマスターしないと合格は出来ません。
本講座では、この基本的な考え方を短時間でマスターしてもらうと同時に、合格に必要な
試験のコツも効率的に習得できるようにしています。

担当講師 落合 和雄 講師 価格(税別) 19,980円

日程 2020年3月28日（土）

時間 10:00～17:00

会場 TKP品川カンファレンスセンター（定員30名）

使用教材 オリジナルレジュメ

学習目標

・出題傾向を理解する。
・記述式問題の解答テクニックと解答のポイントを習得できる。
・論述式問題の解答テクニックと解答のポイントを習得できる。

カリキュラム

◆オリエンテーション

◆午後Ⅰ 記述式問題対策
・午後Ⅰの解答テクニック
・午後Ⅰの解答のポイント
【午後Ⅰ過去問題演習】

◆午後Ⅱ 論述式問題対策
・論述式問題の取組み方
・論文モデル設計書説明
【論文問題設計演習】
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https://www.itec.co.jp/inquiry/

・アイテックのご提供商品が簡単、迅速にご購入いただけます

・見積書の出力や見積書からのご購入が可能です

・過去の購入履歴がご参照いただけます

・一度請求、納入先などをご登録いただけますと、繰返しご利用いただけます

・受講者情報を一括登録できるCSVアップロード機能が搭載されております

・お申込毎に必要だった、社印の押印が不要です

・弊社導入法人様限定のECサイトです (予めご登録が必要です)

・3,000円以上 (税込）ご購入の場合、送料無料

・ご利用をご検討されるお客様はお問合せください

https://www.itec.co.jp/store/
または、下記「お問合せ」内、法人営業部までお申し付けください

https://www.itec.co.jp/contact/

℡:03-6824-9001

受付時間：月～金(祝祭日除く) 10:00～17:00

℡: 03-6824-9007

受付時間：月～金(祝祭日除く) 10:00～17:00

どこよりも早くアイテックの新商品や情報処理の最新情報をお届け

https://twitter.com/ITEC_shikakutwitter

facebook

アイテック通信

一人一人のキャリアビジョンを実現させるために一緒に考え、
悩み、共に成長していける、そんなコミュニティを目指します

https://twitter.com/ITEC_shikaku

情報処理技術者試験やPMP試験の情報を受講者様向けに発信

https://www.itec.co.jp/webform/mailmagazine

お申込み・お問合せ / SNS
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会社概要

商号 株式会社アイテック

資本金 80,000,000円

取締役

代表取締役社長 加納 敏行
取締役副社長 教育事業本部長 土元 克則
取締役 人材事業本部長 澤田 朗
取締役 管理本部長 久保田 善之
取締役(非常勤) 加藤 康二
取締役(非常勤) 行 辰哉

事業
概要

通信教育事業、書籍の出版・販売事業、企業向け社員研修事業
ITエンジニアの派遣事業
東南アジアにおける現地幹部候補・留学生の人材紹介

所在地
➢ 本社
〒108-0074 東京都港区高輪2-18-10  高輪泉岳寺駅前ビル4階
TEL：03-6824-9010 FAX：03-5795-0231 

旧株式会社クリエーティブソリューションズ 旧株式会社アイテック

2005年 6月 フォーバルグループのHR事業を担うべく創業 1983年 5月 「株式会社情報処理技術者教育センター」を設立

2008年 2月 業務拡大のため、オフィスを渋谷に移転 1991年 1月 「株式会社アイテック」へ商号変更

2010年11月 アジア人材紹介事業を開始 2013年10月
「株式会社フォーバル（JASDAQ上場，
証券コード 「8275」）」の連結子会社となる

2018年 4月 株式会社クリエーティブソリューションズと株式会社アイテックが合併し、株式会社アイテックとなる

➢ 沿革

➢ 主要取引先

アマゾンジャパン合同会社
アイコムシステック株式会社
ＩＩＢＡ日本支部
インフォメーションサービスフォース株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
ＮＥＣマネジメントパートナー株式会社
ＳＣＳＫ株式会社
ＮＴＴラーニングシステムズ株式会社
ＭＳ＆ＡＤシステムズ株式会社
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社
株式会社ＮＨＫメディアテクノロジー
株式会社ＮＴＴデータユニバーシティ
株式会社ＮＴＴデータ アイ
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社
株式会社ＮＴＴドコモ
株式会社大阪屋栗田
株式会社ＯＫＩソフトウェア
関西電力株式会社
一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会
株式会社クレスコ
ＫＤＤＩ株式会社
国税庁
ＮＴＴコムウェア株式会社
株式会社さくらケーシーエス
株式会社ＪＲ東日本情報システム
ＪＲＡシステムサービス株式会社
Ｓｋｙ株式会社
住友林業情報システム株式会社
ソフトバンク株式会社
株式会社大和総研
ＴＩＳ株式会社
ＴＩＳソリューションリンク株式会社

株式会社トーハン
東芝テックソリューションサービス株式会社
株式会社東邦システムサイエンス
東京海上日動システムズ株式会社
東芝インフォメーションシステムズ株式会社
日本出版販売株式会社
株式会社西村書店
株式会社日本ウィルテックソリューション
日本政策金融公庫
日本アイ・ビー・エム株式会社
株式会社日本総合研究所
株式会社日本マンパワー
ニッセイ情報テクノロジー株式会社
日本電気通信システム株式会社
株式会社日立インフォメーションアカデミー
株式会社日立ハイシステム2１
株式会社日立産業制御ソリューションズ
東日本電信電話株式会社
株式会社富士通ラーニングメディア
株式会社フォーバル
株式会社富士ゼロックス総合教育研究所
防衛省 航空幕僚監部
みずほ情報総研株式会社
三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社
三菱電機コントロールソフトウェア株式会社
一般社団法人宮城県情報サービス産業協会
株式会社村田製作所
株式会社ラック
株式会社リクルートテクノロジーズ
リコーＩＴソリューションズ株式会社
ワールドビジネスセンター株式会社

等（50音順・敬称略）
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