
お申し込みのコースにチェックの上、以下をご記入下さい。

女 男

教材送付先

※ご記入いただいた電話番号にサービスデスクよりご本人確認の連絡をさせていただきます。

1)

2)

3)

4)

〒108-0074　東京都港区高輪2-18-10　高輪泉岳寺駅前ビル 4階　株式会社アイテック　教育事業本部　サービスデスク宛

（「教育実践給付金対応コース申込書在中」と表書きください。）

【専門実践教育訓練給付金対象コース 申込書】

※ご不明点がある場合には、ご不明点をお問い合わせフォーム（https://www.itec.co.jp/contact）よりお問い合わせいただい
てからお申し込みください。

申込書とご本人確認のための写真付き公的証明の写しを下記住所宛てお送りください。サービスデスクよりご本人確認および
お申し込み内容の確認、振込先口座のご案内のための連絡をさせていただきます。

専門実践教育訓練の給付金を申請するためには，受講開始日1か月前までに，ハローワークに対して必要書類を提出するこ
とが必要です。手続きを行いましたか。

専門実践教育訓練の給付金を申請するためには，受講修了日に修了条件を満たすことが必要です。
 【コース修了条件】
①すべての事前テスト・事後テストのどちらか60%以上得点取得
②午後Ⅰおよび午後Ⅱ総まとめテストを提出すること
③公開模試評価採点票　合格判定　D判定以上
※Ｄ判定：一部理解が不十分な内容あるが，その分野の復習をすることで理解度目標達成が十分可能なレベル
※公開模試は，総合的な合格判定を行うため，午前Ⅰ免除の資格を持っている方も，午前Ⅰ試験を実施し提出してくださ
い。午前Ⅰ試験を受験しないと判定ができず，修了することができませんのでご注意ください。

お支払方法は銀行振込みのみとなります。振込手数料はお客様負担となります。
振込口座に関しては，ご本人確認の連絡の際にお伝えいたします。

情報処理技術者試験合格発表後（6月）に，コースの修了認定に関わらず，サービスデスクより，おうかがいのご連絡をさ
せていただきます。給付金対象コースの実績報告に必要なデータとなりますので，ご協力をお願いいたします。
 ①本試験受験の有無
 ②試験結果について

申込書裏面の「個人情報の取り扱いについて」及び「特定商取引に関する法律に基づく表記」の内容について。

すでに手続きを行った。

受講開始日1か月前までに手続きを行う予定である。

ご自宅 東京会場 大阪会場 名古屋会場

ご希望の公開模擬試験受験地

住所：都道府県～番地

住所：都道府県～番地

郵便番号

２０１９春 情報処理安全確保支援士スタンダードコース 専門実践教育訓練対応 406055

アイテック使用

性別

Eメールアドレス

お名前（姓）

フリガナ（姓）

お名前（名）

フリガナ（名）

　　　建物名、号棟、室番号

※送付先が会社の場合は，社名と部署名も記入願います。

郵便番号

現住所
教材送付先と同じ（現住所のご記入は不要です。）

教材送付先と違う（現住所をご記入下さい。）

連絡先電話番号（平日　昼間　連絡可能な電話番号）

　　　建物名、号棟、室番号

以下4項目をご了承いただき、右チェックボックスにチェックを入れてください。



通信、eラーニング 6ヶ月 10月、11月

【教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項について】

・奨学金、現金等（有価証券等を含む。）や物品等の還元的な給付その他の利益を受けた場合や、各種割引の適用等
　を受けた場合には、その還元的な給付額や割引額等を差し引いた額が教育訓練給付金の対象となります。このた
　め、このような還元的な給付等を受けた場合には、当該入学料及び受講料の額から当該還元等に係る額を控除した
　額で教育訓練給付金の支給を申請することが必要になります。

修了認定時期及
びその方法

受講中または修
了後における問合

せ先

・専門実践教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、受講者が自らの名において弊社に対して支払った
　.受講料に限られます。

・受講料には、受講費のほか、受講に伴い必須となる教材費等も含んでいますが、情報処理技術者試験受験料は含まれ
ていません。また情報処理技術者試験のお申し込みも受講者各自でお申し込みください。

コース共通項目

カタログを参照してください。

指定番号

講座名称

講座内容

実施方法

入学料（Ａ）

取得目標とする資格の名称、レベル

カリキュラム

専門実践教育訓練明示書

482061820010

情報処理安全確保支援士スタンダードコース　専門実践教育訓練対応

午前Ｉ、ＩＩ、午後Ｉ、ＩＩの各試験向けに教材とＷｅｂコンテンツで学習し合格を目指す。

訓練期間 開講月

受講料（Ｂ）

ITSS相当レベル　4　情報処理安全確保支援士

0円 47,520円

コースの修了条件をすべて満たすとコース修了となります。
修了認定結果に関しては，10月開講は，2019年4月1日から3営業日以内，11月開講は，2019年5月1日か
ら3営業日以内にメールでお知らせします。

受講開始日
ＩＤ，パスワードメール送信日の翌日（土日祝含む）
　※ＩＤ，パスワードメール送信日の翌日（土日祝含む）から，eラーニングにログインが可能となります。

サービスデスク　お問い合わせフォーム（https://www.itec.co.jp/contact）
　　　　　または  ℡:03-6824-9001（月～金（祝祭日除く）：10:00～17：00）

前回受講実績及
び目標達成状況

①申込書の提出，②写真付き公的証明書の写しと電話による本人確認，③銀行振り込みによる振込完了

 【受講効果の把握及び測定方法，修了基準】
（1）午前Ⅰ，Ⅱ対策学習の効果把握及び測定方法：Webテスト自動採点
　　修了基準：すべての事前テスト・事後テストのどちらか60%以上得点取得

（2）午後Ⅰ，Ⅱ対策学習の効果把握及び測定方法：総まとめテスト提出・採点
　　修了基準：午後Ⅰおよび午後Ⅱ総まとめテストを提出すること

（3）総合的な学習の効果把握及び測定方法：公開模試採点
　　修了基準：公開模試評価採点票　合格判定　D判定以上
　　※Ｄ判定：一部理解が不十分な内容あるが，その分野の復習をすることで理解度目標達成が
　　　　十分可能なレベル
　　　※公開模試は，総合的な合格判定を行うため，午前Ⅰ免除の資格を持っている方も，午前Ⅰ
　　　　試験を実施し提出してください。午前Ⅰ試験を受験しないと判定ができず，修了することがで
　　　　きませんのでご注意ください。

情報処理技術者試験の実施機関名称 経済産業省　IPA　情報処理推進機構

試験合格の要件
各試験区分（午前Ⅰ，午前Ⅱ，午後Ⅰ，午後Ⅱ）で60％以上の得点
を獲得すること

本コース受講に最低限有しておくべき技能・知識の内容
及び水準

ITSS　レベル3程度（応用情報技術者試験合格）の知識があることが
前提。

【SC】修了者：25名，目標資格の受験者数：25名，合格者数11名　44.0％

受講効果の把握
及び測定方法，修

了基準

受講認定
基準



【個人情報の取り扱いについて】

1. 収集目的

（利用）

商品（書籍、テキスト等）の送付

入金管理 (請求書作成、領収証作成、クレジットカードの照会など)

ご提供いただいた個人情報の確認及び不明点に関する問い合せ

弊社商品・サービスのご紹介

緊急を要するご連絡

資料をご請求いただいたお客様の個人情報について

請求資料の送付及びダイレクトメール (弊社商品および関連サービス等の案内)の送付

ご提供いただいた個人情報の確認及び不明点に関する問い合せ

メールマガジンの登録によるお客様の個人情報について

メールマガジン配信及び編集

ご提供いただいた個人情報の確認及び不明点に関する問い合せ

（提供）

弊社は、次の場合を除き、お客様の個人情報を第三者に開示または提供しません。

貴方の同意がある場合

法令に基づく場合

人の生命、身体又は財産の保護等のために必要な場合

利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報の取り扱いを委託する場合

合併、会社分割、営業譲渡その他の事由によって事業の承継が行われる場合

2. 個人情報の管理

弊社が貴方からお預かりする個人情報は、弊社の責任で紛失、漏洩等のないよう厳重に管理致します。

3. 個人情報の委託

4. 個人情報が提供いただけない場合の制限

5. Cookieの利用

受講者管理 (受講者名簿の作成、受講案内 (受講証)、修了証、メール・紙媒体による質問回答等の送付、成績管理、アンケート集
計など）

企業 (団体)申込み責任者および取扱い会社 (団体)経由のお申込みの場合において、貴方の受講状況等を報告のため企業 (団
体)申込み責任者および取扱い会社 (団体) (個人情報に関する契約無し)に提供する場合

弊社が貴方からお預かりする個人情報は、厳選した委託先に「1. 収集目的」に示す目的を達成する範囲において外部に委託する
場合があります。この場合、委託先の個人情報の取扱いが適切に行われるよう管理致します。また弊社のWebサイトは、データ処
理、サーバ等の機器管理・運用等を第三者に委託する場合があります。この場合、守秘義務契約の締結等により、委託先による個
人情報の不適切な取扱いがないように、委託先を管理します。

個人情報の一部又は全部が提供いただけない場合、サービスの一部又は全部が利用できなくなることがあります。

株式会社アイテックでは、お客様の個人情報を取り扱うにあたり、弊社が別途定める個人情報保護方針に従い、ご提供いただいた
個人情報の保護にあたります。

弊社は、貴方から収集した氏名、住所等の個人に関する情報は、お客様へのサービスの一環として郵送・電話および電子メールに
よりご案内するため、次の利用目的のためにお客様の個人情報を利用させていただきます。以下に定めのない目的で個人情報を
利用する場合、あらかじめご本人の同意を得た上で行ないます。

通信教育(WEB学習を含む)・模擬試験・セミナー及び研修等の受講者又は、教材・商品のご購入者様からお預かりした個人情報に
ついて

・専門実践教育訓練給付金は、当該対象教育訓練を実際に本人が受講し、修了した場合のみ支給されるものです。
　このため、本人以外の者が受講し、又は修了試験を受験した場合には、専門実践教育訓練給付金は支給されませ
　ん。



6. アクセス履歴の取得

7. SSLによる通信安全性の確保

8. 外部委託

9. 個人情報の開示、訂正・削除について

10. 個人情報に関する苦情相談について

個人情報に関する苦情及び相談については下記までご連絡ください。

連絡先： 株式会社アイテック　教育事業本部　 個人情報相談窓口

〒108-0074 東京都港区高輪2-18-10 高輪泉岳寺駅前ビル4F

TEL： 03-6824-9010 (代)

FAX： 03-5795-0231

Email： privacy@itec.co.jp

【特定商取引に関する法律に基づく表記（個人の学習者の方）】

株式会社アイテック　教育事業本部

土元　克則

〒108-0074

東京都港区高輪2-18-10高輪泉岳寺駅前ビル4F

03-6824-9010

info@itec.co.jp

https://www.itec.co.jp

インターネットご注文方法

運営責任者

住所

電話番号

メールアドレス

URL

弊社のWebサイトの利用状況の統計・分析を目的に、よりよいサービスにつなげるため、アクセス履歴を取得することがあります。
アクセス履歴の取得によって、弊社が個人情報を特定できるような情報を得ることはありません。

弊社のWebサイトでは、個人情報をご登録いただく際に、SSLなどの合理的に行いうる通信安全性の確保に必要な手段を講じま
す。

弊社のWebサイトは、データ処理、サーバ等の機器管理・運用等を第三者に委託する場合があります。この場合、守秘契約ならび
に個人情報保護に関する契約の締結等により、委託先による個人情報の不適切な取扱いがないように、委託先を管理します。

貴方はいつでもご自身の個人情報の開示を請求することができ、開示の結果、個人情報に誤りがあった場合には、当該個人情報
の訂正又は削除を請求することができます。また、個人情報の利用又は提供を拒否及び個人情報の利用目的の通知を請求するこ
ともできます。ただし、弊社がサービス提供上、特に必要と認めた場合は、提出された個人情報の継続使用をお願いすることがあり
ます。

貴方が開示、訂正、削除、利用又は提供の拒否、利用目的の通知を請求される場合は、下記の連絡先までご連絡ください。

販売業者

Cookieは弊社のWebサイトから貴方のコンピュータに送信されるデータのことです。Cookieを利用することにより弊社のWebサイトで
貴方の各ページへの参照記録を取ることが出来ます。この際に、貴方のご利用になっているコンピュータのIPアドレスを認識できま
すが、貴方個人の特定はできません。弊社ではこのCookieを利用して、弊社のWebサイトの利用状況を把握し、皆様によりご満足
いただけるWebサイトをご提供するため、また、個々の利用目的に合わせた情報をご提供するために利用する場合があります。

Webブラウザでは初期設定でこのCookieを受け入れるように設定されていることがありますが、Webブラウザの設定を変更すること
によりCookieの受け入れを拒否、または、受け入れ時に警告を表示させたりすることができます。



各商品到着後7日以内。

不良品の交換につきましては、上記期限内にメールにてご連絡ください。

弊社にて送料負担の上、良品と交換させていただきます。

銀行振り込み

発売日以降の発送とさせていただきます。

①WEB学習については各商品の発送日

①WEB学習コース、書籍、冊子については商品到着後7日以内③模擬試験、eラーニング、宿題メールについ
ては申込後7日以内

不良品交換の期限

配送方法

お客様のご都合で配達店に到着後7日を過ぎてもお引き渡しができなかった場合は、キャンセルがあったも
のとみなさせていただきます。

商品の引渡し時期等

役務提供開始時期

※お客様の取扱が原因で、梱包材を必要以上に破損したり、商品又は付属品の紛失、損傷、汚損があった
場合は、キャンセル、返品はお受けいたしかねます。

キャンセル・返品の
期限

佐川急便（宅配便）

日本郵便（ゆうメール、定形外郵便）

上記いずれかの方法でお届け致します。（状況に応じて変更する場合がございます）

WEB学習・書籍・冊子

①在庫がある場合

銀行振り込みの場合は、入金確認後より3日～10日。

②在庫がない場合

※キャンセル・返品につきましては、上記期限内にメールにてご連絡ください。

※キャンセル・返品につきましての送料は、お客様負担とさせていただきます。

入荷次第の発送とさせていただきます。

③予約商品の場合

お支払い期限

サービスデスクよりご本人確認の際に振込口座をご案内してから10日以内に代金をお振込みいいただけな
かったときは、キャンセルがあったものとみなさせていただきます。

お申込みの
有効期限

1回のお申し込みで、かつ、1カ所のお届け先につき、商品合計額が、3,000円以上（税込）の場合、配送料は
弊社が負担いたします。

商品代金以外の必
要料金

①配送料 ※

※ 配送料には梱包料、手配料が含まれます。

②手数料

銀行振込みの手数料はお客様にご負担いただきます。

③消費税

サービスデスクよりご本人確認の際に振込口座をご案内してから10日以内とします。

セミナー、WEB学習、ｅラーニング、宿題メール、各種テスト（以下、総称して「商品」といいます。）については、
各商品の定員を超えた時点、もしくは各商品の申込み締切日をもって、申込みの受付終了とさせていただき
ます。

当サイトのサービスは日本国内に限定されます。日本国外よりのご注文または日本国外への商品の発送に
つきましては、お受けいたしかねます。

特別の販売条件

お支払い方法



【特定商取引に関する法律に基づく表記（法人企業様）】

土元　克則

〒108-0074

東京都港区高輪2-18-10高輪泉岳寺駅前ビル4F

03-6824-9010

info@itec.co.jp

https://www.itec.co.jp

各商品到着後7日以内。

不良品の交換につきましては、上記期限内にメールにてご連絡ください。

商品合計額が、3,000円以上（税込）の場合、配送料は弊社が負担いたします。

※ 配送料には梱包料、手配料が含まれます。詳細は販売条件をご参照ください。

③その他

佐川急便（宅配便）

日本郵便（ゆうメール、定形外郵便）

上記いずれかの方法でお届け致します。（状況に応じて変更する場合がございます）

商品代金には、セミナー運営に関するオプション費用等は含まれておりません。当該費用につきましては、別
途ご請求いたします。

商品の引渡し時期等

役務提供開始時期

お客様のご都合により、お申込みをキャンセルされる場合は、商品の代金の一部をキャンセル料としてお支
払いいただきます。なお、ご返送いただいた商品（付属品を含む）に破損、汚損があったときは、当該破損等
のあった商品代金の全額をお支払いいただきます。キャンセル・返品の

期限

不良品交換の期限

弊社よりお知らせいたします。

①セミナーについては各商品の開講日

②WEB学習については各商品の発送日

詳細は販売条件をご参照ください。

②初回お取引の場合は、取引成立前に与信確認を行います。当該結果のご連絡の際に、併せてお支払い条
件もご連絡いたします。

1回のお申し込みで、かつ、1カ所のお届け先につき、商品合計額が3,000円未満（税込）の場合、全国一律配
送料として、1カ所につき540円（税込）をお客様にご負担いただきます。

商品代金以外の必
要料金

配送方法

①銀行振込

②詳細は販売条件をご参照ください。

商品代金の中に含まれております。

②配送料 ※

商品代金の中に含まれております。

URL

ご注文方法

セミナー、WEB学習、ｅラーニング、宿題メール、各種テスト（以下、総称して「商品」といいます。）については、
各商品の定員を超えた時点、もしくは各商品の申込み締切日をもって、申込みの受付終了とさせていただき
ます。

当サイトのサービスは日本国内に限定されます。日本国外よりのご注文または日本国外への商品の発送に
つきましては、お受けいたしかねます。

特別の販売条件

インターネット

①各商品のお支払い条件に基づきます。

③詳細は販売条件をご参照ください。

①消費税

お支払い期限

お支払い方法

販売業者

運営責任者

住所

電話番号

メールアドレス

株式会社アイテック　教育事業本部



以上

弊社にて送料負担の上、良品と交換させていただきます。

キャンセル・返品の場合の送料につきましては、お客様負担とさせていただきます。

不良品交換の場合の送料につきましては、弊社負担とさせていただきます。

販売条件の詳細は販売条件をご参照ください。その他

キャンセル・返品等
の送料


