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利用人数
（上限）

販売価格（税抜）

３ヵ月 1人あたり/月 6ヵ月 1人あたり/月

30人 495,000円 5,500円 780,000円 4,333円

50人 660,000円 4,400円 1,040,000円 3,467円

100人 1,260,000円 4,200円 1,800,000円 3,000円

150人 1,800,000円 4,000円 2,490,000円 2,767円

200人 2,280,000円 3,800円 3,040,000円 2,533円

250人 2,550,000円 3,400円 3,400,000円 2,267円

300人 2,700,000円 3,000円 3,600,000円 2,000円

500人 4,200,000円 2,800円 5,600,000円 1,867円

1000人 7,000,000円 2,333円 9,300,000円 1,550円

50コース以上のカリキュラムラインナップがあるeラーニングを、おひとり様につき月額1,550円～
でご利用いただけます。

50コース以上！受け放題の定額制eラーニング



No. コースコード カテゴリ・コース名 ページ
OS／ネットワーク／セキュリティ／システム基盤

1 JAW020 コンピュータシステム基礎 10
2 JAW021-1 オペレーティングシステム概説 10
3 JAW021-2 オペレーティングシステム基礎 10
4 JAW023 ネットワーク概説 10
5 JAW024 インターネット概説 11
6 JAW025 セキュリティ概説 11
7 JAW044 情報システムセキュリティの基礎技術 11
8 JAW052 ネットワークエンジニアリング技術 11
9 JAW062 ネットワークセキュリティ 12
10 JAW059 システム管理（総合編） 12

システム開発／プログラミング言語／データベース
11 JAW026 システム開発概説 13
12 JAW028 プログラム設計基礎 13
13 JAW039 データ構造とアルゴリズム 13
14 JAW040 システム開発基礎 13
15 JAW027 オブジェクト指向技術基礎 14
16 JAW041 オブジェクト指向とＵＭＬによるシステム構築 14
17 JAW036 Webページ作成基礎 14
18 JAW037 XML基礎 14
19 JAW054 Webアプリケーション開発技術 15
20 JAW068 応用システム開発能力 15
21 JAW038 テストとデバッグの基礎技術 15
22 JAW055 オブジェクト指向による分析・設計 15
23 JAW057 システム設計・開発 16
24 JAW066 ヒューマンインタフェース 16
25 JAW048 システムアナリスト 16
26 JAW056 システム監査技術者 16
27 JAW029 プログラム言語概説 17
28 JAW030 COBOLプログラミング基礎 17
29 JAW032 Cプログラミング基礎 17
30 JAW035 Javaプログラミング基礎 17
31 JAW033 実践C++ 基礎I 18
32 JAW034 実践C++ 基礎II 18
33 JAW022 リレーショナルデータベース入門 18
34 JAW042 ＳＱＬ入門 18
35 JAW051 データベース 19
36 JAW043 データベース適用技術概説 19
37 JAW061 データベース関連技術 19

プロジェクトマネジメント
38 JAW050 セキュリティと標準化 20
39 JAC603 プロジェクトマネジメント基礎 20
40 JAW046 システム開発管理・評価 20
41 JAW047 プロジェクトマネージャ（知識編） 21
42 JAW067 ファンクションポイント法による見積と評価 21
43 JAW070 プロジェクト管理 21

ビジネススキル／ヒューマンスキル
44 JAW058 システム提案技法 22
45 JAW063 情報システム化構想の立案 22
46 JAW064 意思決定のための情報資源活用 22
47 JAW053 問題発見・解決能力 22
48 JAW065 コミュニケーション能力 22

情報処理技術者試験対策
49 JAW901 IT基礎トレーニング ITパスポート 23
50 JAW902 IT基礎トレーニング 基本情報技術者（午前／午後） 23
51 JAW903 IT基礎トレーニング 応用情報技術者（午前／午後） 24
52 JAW904 IT基礎トレーニング 高度（午前Ⅰ） 24

カテゴリ別コース一覧表
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中級
～

上級

初級
～

中級

OS／ネットワーク／セキュリティ／システム基盤

基礎
～

初級

6

コンピュータ・OS基礎知識

JAW020
コンピュータシステム基礎

学習時間：3時間30分

JAW021-1
オペレーティングシステム

概説
学習時間：1時間

JAW021-2
オペレーティングシステム

基礎
学習時間：3時間

JAW023
ネットワーク概説

学習時間：3時間30分

JAW025
セキュリティ概説

学習時間：2時間

JAW024
インターネット概説

学習時間：2時間

JAW044
情報システムセキュリティの

基礎技術

学習時間：2時間JAW052
ネットワーク

エンジニアリング技術

学習時間：9時間
JAW062

ネットワークセキュリティ

学習時間：6時間

JAW059
システム管理（総合編）

学習時間：12時間



システム開発／プログラミング言語／データベース
システム開発

中級
～

上級

初級
～

中級

基礎
～

初級

7

構造化/アルゴリズム

コンピュータ・OS基礎知識
※p.3参照

オブジェクト指向 Web

JAW028
プログラム設計基礎

学習時間：12時間

JAW026
システム開発概説

学習時間：2時間

JAW039
データ構造と
アルゴリズム

学習時間：11時間

JAW040
システム開発基礎

学習時間：5時間

JAW027
オブジェクト
指向技術基礎

学習時間：2時間

JAW041
オブジェクト指向と

UMLによるシステム構築

学習時間：6時間

JAW036
Webページ作成基礎

学習時間：6時間30分

JAW037
XML基礎

学習時間：5時間

JAW054
Webアプリケーション

開発技術

学習時間：5時間

JAW068
応用システム開発能力

学習時間：12時間

JAW038
テストとデバッグの

基礎技術

学習時間：5時間

JAW055
オブジェクト指向による

分析・設計

学習時間：30時間

JAW057
システム設計・開発

学習時間：30時間

JAW066
ヒューマン

インタフェース

学習時間：6時間

JAW048
システムアナリスト

学習時間：15時間

JAW056
システム監査技術者

学習時間：94時間



システム開発／プログラミング言語／データベース
プログラミング言語

基礎
～

初級
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コンピュータ・OS基礎知識
※p.3参照

JAW029
プログラム言語概説

学習時間：2時間

JAW030
COBOLプログラミング基礎

学習時間：17時間

JAW033
実践C++基礎Ⅰ

学習時間：24時間

JAW034
実践C++基礎Ⅱ

学習時間：30時間

JAW032
Cプログラミング基礎

学習時間：24時間

JAW035
Javaプログラミング基礎

学習時間：21時間



システム開発／プログラミング言語／データベース
データベース

9

コンピュータ・OS基礎知識
※p.3参照

中級
～

上級

初級
～

中級

基礎
～

初級

JAW022
リレーショナル

データベース入門

学習時間：5時間

JAW042
SQL入門

学習時間：7時間

JAW043
データベース適用技術概説

学習時間：1時間

JAW051
データベース

学習時間：5時間

JAW061
データベース関連技術

学習時間：6時間



プロジェクトマネジメント
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中級
～

上級

初級
～

中級

JAW050
セキュリティと標準化

学習時間：4時間
JAC603

プロジェクトマネジメント
基礎

学習時間：14時間

JAW046
システム開発管理・評価

学習時間：12時間

JAW047
プロジェクトマネージャ

（知識編）

学習時間：15時間

JAW067
ファンクションポイント法

による見積と評価

学習時間：5時間

JAW070
プロジェクト管理

学習時間：5時間



ビジネススキル／ヒューマンスキル
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ビジネススキル ヒューマンスキル

中級
～

上級

初級
～

中級 JAW058
システム提案技法

学習時間：4時間

JAW053
問題発見・解決能力

学習時間：5時間

JAW065
コミュニケーション能力

学習時間：9時間

JAW063
情報システム化構想の立案

学習時間：7時間30分

JAW064
意思決定のための

情報資源活用

学習時間：7時間



情報処理技術者試験対策

中級
～

上級

初級
～

中級

基礎
～

初級
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JAW901
IT基礎トレーニング

ITパスポート

学習時間：10時間

JAW902
IT基礎トレーニング

基本情報技術者（午前/午後）

学習時間：43時間

JAW903
IT基礎トレーニング

応用情報技術者（午前/午後）

学習時間：38時間

JAW904
IT基礎トレーニング

高度（午前Ⅰ）

学習時間：8時間30分



コース詳細

OS／ネットワーク／セキュリティ／システム基盤

JAW020 コンピュータシステム基礎 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
3時間30分／6ヶ月 コンピュータについてどのように捕らえたらよ

いのか、仕事や社会とのかかわりを把握し、基
本的な仕組みについて述べることができるよう
になります。

コンピュータでプログラムが実行されるまでの5
大機能の処理の流れについて学習します。n 受講料（税抜）

6,000円
n 対象者
• コンピュータの基本知識を修得したい方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペシャ

リストを目指す方
n 前提知識
• 特になし

JAW021-1 オペレーティングシステム概説 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
1時間／6ヶ月 オペレーティングシステム（OS）の役割と基

本機能について説明できるようになります。
どのようにしてコンピュータが起動し、アプリ
ケーションが動作するのかを、オペレーティング
システムの起動を中心に概要を学習します。

n 受講料（税抜）
6,000円
n 対象者
• コンピュータの基本知識を修得したい方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペシャ

リストを目指す方
n 前提知識
• 「コンピュータシステム基礎」修了程度

JAW021-2 オペレーティングシステム基礎 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
3時間／6ヶ月 オペレーティングシステム（OS）の制御機能

全般について説明できるようになります。
タスク、割込み、仮想記憶、入出力など、オペ
レーティングシステムの制御機能全般について学
習します。

n 受講料（税抜）
6,000円
n 対象者
• コンピュータの基本知識を修得したい方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペシャ

リストを目指す方
n 前提知識
• 「オペレーティングシステム概説」修了程度

JAW023 ネットワーク概説 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
3時間30分／6ヶ月 ネットワーク技術、通信が行われる仕組みと回

線技術（サービス）の種類と特徴を説明するこ
とができるようになります。

情報システムを支える主要な技術となったネット
ワークについて、基礎的な技術要素の概念につい
て学習します。

n 受講料（税抜）
6,000円
n 対象者
• これから情報システムの開発に携わる方
• ネットワークの概要を知りたい方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペシャ

リストを目指す方
n 前提知識
• 「コンピュータシステム基礎」修了程度
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JAW024 インターネット概説 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
2時間／6ヶ月 現在のWebシステムで用いられるインターネッ

トあるいは電子メールの仕組みとセキュリティ
の観点からの暗号化技術の種類を説明できるよ
うになります。

インターネットにおける主要なアプリケーション
であるWebとメールの技術とその安全性を支える
暗号化技術の概念について学習します。

n 受講料（税抜）
6,000円
n 対象者
• これから情報システムの開発に携わる方
• ネットワークの概要を知りたい方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペシャ

リストを目指す方
n 前提知識
• 「ネットワーク概説」修了程度

JAW025 セキュリティ概説 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
2時間／6ヶ月 インターネット社会が直面する脅威を説明し、

またその対策を挙げることができるようになり
ます。

インターネットに接続する企業におけるセキュリ
ティ上の様々な脅威とその対策の概念について学
習します。

n 受講料（税抜）
6,000円
n 対象者
• これから情報システムの開発に携わる方
• ネットワークの概要を知りたい方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペシャ

リストを目指す方
n 前提知識
• 「インターネット概説」修了程度

JAW044 情報システムセキュリティの基礎技術 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
2時間／6ヶ月 セキュリティ対策を実現するためのシステムの

あり方、必要なソフトウェアの機能を説明でき
るようになります。

セキュアな情報システムやネットワークを構築す
るために必要となるインターネットセキュリティ
の基礎技術の基本的な役割について学習します。

n 受講料（税抜）
6,000円
n 対象者
• これから情報システムの開発に携わる方
• ネットワークの概要を知りたい方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペシャ

リストを目指す方
n 前提知識
• 「セキュリティ概説」修了程度

JAW052 ネットワークエンジニアリング技術 (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
9時間／6ヶ月 ネットワーク構築においてネットワークの標準

的な設計作業とその進め方を理解し、最適な
ネットワーク構成案を設計することができるよ
うになることを学習目標とします。

1. ネットワークの構築に必要な通信技術および関
連サービス・関連機器の特長を理解し説明するこ
とができるようになる事を目標とします。
2. ネットワークの標準的な設計作業と進め方を理
解し説明することができるようになる事を目標と
します。
3. ネットワーク構築において最適なネットワーク
構成案を設計することができるようになる事を目
標とします。

n 受講料（税抜）
15,000円
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JAW062 ネットワークセキュリティ (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
6時間／6ヶ月 不正アクセス、なりすまし、盗聴、改ざん、ウ

イルス、などの脅威についてのセキュリティ対
策技術を習得し、システムへの適用を提案でき
るようになることを学習目標とします。

インターネットに接続する企業におけるセキュリ
ティ上の様々な脅威とその対策の概念について学
習します。

n 受講料（税抜）
13,000円

JAW059 システム管理（総合編） (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
12時間／6ヶ月 システム運用管理エンジニアとして必要な知識

と管理技術を修得し、関係部門に提言ができる
ようになることを学習目標とします。

1. システム運用エンジニアの役割を説明できるよ
うになる事を目標とします。
2. 運用計画の立案及び運用管理のポイントを列挙
できるようになる事を目標とします。
3. システムの安全性、信頼性及び効率性を考慮し
て、資源管理、障害管理、システム評価、安全性
管理ができるようになる事を目標とします。
4. 開発プロジェクトと連携し、移行・運用テスト、
標準化の推進ができるようになる事を目標としま
す。

n 受講料（税抜）
13,000円
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システム開発／プログラミング言語／データベース

JAW026 システム開発概説 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
2時間／6ヶ月 システム開発の手法を挙げ、特徴を述べること

ができるようになります。
これから学習していくプログラミングという作業
が、システム開発という工程の中でどのような位
置付けとなっているかについて学習します。

n 受講料（税抜）
6,000円
n 対象者
• これから情報システムの開発に携わる方
• システム開発について、その基礎知識を知りた

い方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペシャ

リストを目指す方
n 前提知識
• 「コンピュータシステム基礎」修了程度

JAW028 プログラム設計基礎 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
12時間／6ヶ月 基本的な構造のアルゴリズムを自力で考え、フ

ローチャートで表現できるようになります。
プログラミングを開始する前段階として、基本三
構造により処理内容を考え、フローチャートを
使って表現することについて学習します。

n 受講料（税抜）
18,000円
n 対象者
• プログラミングが初めてでプログラマを目指す

方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペシャ

リストを目指す方
※プログラミング経験者は受講不要
n 前提知識
• 「コンピュータシステム基礎」修了程度

JAW039 データ構造とアルゴリズム 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
11時間／6ヶ月 データ構造を理解し、処理内容に合わせた良い

アルゴリズムを選択でき、良いアルゴリズムを
作成できるようになります。

データ構造を前提に、ソート、探索、などのアル
ゴリズムや、よりよいアルゴリズムが考えられる
よう、その評価方法について学習します。

n 受講料（税抜）
18,000円
n 対象者
• これから情報システムの開発に携わる方
• データ構造とアルゴリズムについて、その基礎

知識を知りたい方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペシャ

リストを目指す方
n 前提知識
• 「プログラム設計基礎」修了程度
• 何らかのプログラミング言語コースを修了して

いること

JAW040 システム開発基礎 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
5時間／6ヶ月 開発工程全般の作業概要を述べることができる

ようになります。
構造化分析・設計によるシステム開発工程の作業
概要について学習します。n 受講料（税抜）

12,000円
n 対象者
• これから情報システムの開発に携わる方
• システム開発について、その基礎知識を知りた

い方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペシャ

リストを目指す方
n 前提知識
• 「コンピュータシステム基礎」修了程度
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JAW027 オブジェクト指向技術基礎 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
2時間／6ヶ月 オブジェクト指向の基本概念を説明できるよう

になります。
オブジェクト指向言語の前提コースとして、必要
とされるオブジェクト指向の特徴とオブジェクト
指向技術の基礎を学習します。n 受講料（税抜）

6,000円

n 対象者
• オブジェクト指向でアプリケーションを分

析・設計する方
• オブジェクト指向言語を用いてアプリケー

ションを実装する方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペ

シャリストを目指す方

n 前提知識
• 「システム開発概説」修了程度

JAW041 オブジェクト指向とＵＭＬによるシステム構築 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
6時間／6ヶ月 システム開発工程におけるUMLとオブジェクト

指向技術の適用を説明することができるように
なります。

ＵＭＬのダイヤグラムと、オブジェクト指向技術
を適用したシステム構築技術の概要について学習
します。n 受講料（税抜）

18,000円

n 対象者
• オブジェクト指向でアプリケーションを分

析・設計する方
• オブジェクト指向言語を用いてアプリケー

ションを実装する方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペ

シャリストを目指す方

n 前提知識
• 「オブジェクト指向技術基礎」修了程度
• オブジェクト指向プログラミングの知識

JAW036 Webページ作成基礎 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
6時間30分／6ヶ月 Webページの仕組みと作成方法を理解し、基本

的な構文を利用してWebページを作成出来るよ
うになります。Webページを公開するにあたっ
ての決まりや注意点について理解する事ができ
るようになります。

HTML(Hyper Text Markup Language)の構文や
使用方法を、実習を通して学習します。基本的な
HTMLの概要を含め、画像
データの参照方法やリンクの設定、表形式などに
よる表示方法を学習します。

n 受講料（税抜）
12,000円
n 対象者
• HTMLの基本構文を知りたい方
• これからWebページを作成する方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペ

シャリストを目指す方
n 前提知識
• ブラウザによるWebサイトの閲覧経験、Word

等での文書作成経験があること
• 「インターネット概説」修了程度

JAW037 XML基礎 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
5時間／6ヶ月 XMLの概要や基本文法、基本的な記述方法や、

どのような技術を駆使してどのような分野で利
用されているのかについて説明できるようにな
ります。

XMLの基本構成、関連サービスについて学習しま
す。n 受講料（税抜）

12,000円

n 対象者
• XMLを使用してシステム開発を行う方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペ

シャリストを目指す方

n 前提知識
• 「Webページ作成基礎」修了程度、もしくは、

HTMLの基礎知識があること
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JAW054 Ｗｅｂアプリケーション開発技術 (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
5時間／6ヶ月 Webアプリケーションの動作する基本的な仕組

みを理解し、説明できるようになること、また、
データベース更新を含む高度なWebアプリケー
ション開発に必要な基本要素を具体的に開発で
きるようになることを学習目標とします。

1. Webアプリケーションの動作する基本的な仕組
みが説明できるようになる事を目標とします。
2. データベース更新を含む高度なWebアプリケー
ション開発に必要な基本要素を具体的に開発でき
るようになる事を目標とします。

n 受講料（税抜）
13,000円

JAW068 応用システム開発能力 (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
12時間／6ヶ月 システムの要求分析からプログラム設計までを、

機能とデータ中心によるシステム開発ができる
ようになることを学習目標とします。

1. ウォータフォールによるシステム開発手順を説
明できるようになる事を目標とします。
2. システム分析の手順と作業項目について説明で
きるようになる事を目標とします。
3. 新システムの機能分析とデータ分析ができるよ
うになる事を目標とします。
4. システムの外部設計ができるようになる事を目
標とします。
5. システムの内部設計ができるようになる事を目
標とします。

n 受講料（税抜）
12,000円

JAW038 テストとデバッグの基礎技術 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
5時間／6ヶ月 作成されたプログラムについてテストケースを

設定し、適切なテストが実施出来るための基本
的な考え方を説明できるようになります。テス
トで見つかったバグを修正するためのデバッグ
についての手順が説明出来るようになります。

プログラム、システムのテスト方法と限界につい
て学習します。n 受講料（税抜）

12,000円
n 対象者
• これから情報システムの開発に携わる方
• テストとデバッグについて、その基礎知識を

知りたい方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペ

シャリストを目指す方

n 前提知識
• 何らかのプログラミング言語のコースを修了

していること

JAW055 オブジェクト指向による分析・設計 (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
30時間／6ヶ月 オブジェクト指向技術でOMGでも主流となって

いるUMLに準拠して、オブジェクト指向による
分析と設計ができるようになることを学習目標
とします。

1. オブジェクト指向の概念を説明できるようにな
る事を目標とします。
2. オブジェクト指向による開発手順を説明できる
ようになる事を目標とします。
3. ＵＭＬによるオブジェクトの分析と設計ができ
るようになる事を目標とします。

n 受講料（税抜）
19,500円
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JAW057 システム設計・開発 (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
30時間／6ヶ月 システム化要求定義からコンポーネント設計ま

でをUML表記をベースに修得し、オブジェクト
指向によるシステム開発ができるようになるこ
とを学習目標とします。

1. オブジェクト指向Webアプリケーションのシス
テム開発手順を説明できるようになる事を目標と
します。
2. システムの要求分析に基づいて、システム化要
件定義ができるようになる事を目標とします。
3. システム方式設計からコンポーネント設計作業
を行うことができるようになる事を目標とします。
4. システムの運用・保守作業のポイントが列挙で
きるようになる事を目標とします。

n 受講料（税抜）
19,500円

JAW066 ヒューマンインタフェース (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
6時間／6ヶ月 よりよいヒューマンインタフェースを設計する

ための基本的な概念の理解と基礎技術を修得し
ていただきます。

1. ヒューマンインタフェース技術の概念および原
理を説明できるようになる事を目標とします。
2. ヒューマンインタフェース設計および評価の方
法論を実際のシステム開発に適用できるようにな
る事を目標とします。
3. ヒューマンインタフェースの要素技術およびそ
の最新動向を修得する事を目標とします。

n 受講料（税抜）
10,000円

JAW048 システムアナリスト (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
15時間／6ヶ月 情報システムが経営戦略の一環として重要な位

置を占めるなかで、経営戦略と直結した情報化
企画立案、情報技術を活かした業務革新提案お
よび情報システム構想推進の担い手としてまた
開発、導入の段階では戦略と計画に基く情報シ
ステム開発の推進支援およびシステム化と同時
に進める業務革新の推進支援を行うとともに、
それらの結果に関する評価を実践できるように
なることを学習目標とします。

1. 経営戦略、経営組織の流れと最近の動向を捉え
るとともに、ＩＴ革命や最近の情報技術の動向を
把握、説明できるようになる事を目標とします。
2. 経営戦略策定プロセスを修得することにより、
経営者層の経営戦略策定を支援し、ビジネスモデ
ル立案を推進できるようになる事を目標とします。
3. 情報化企画立案プロセスを修得することにより、
経営戦略を理解し企業、組織の情報化成熟度や情
報技術動向を踏まえて、経営戦略と整合した情報
化企画を立案できるようになる事を目標とします。

n 受講料（税抜）
15,000円

JAW056 システム監査技術者 (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
94時間／6ヶ月 システム監査を行うために必要な知識と技法を

修得し、システム監査人としての活動の提言が
できるようになることを学習目標とします。

1. システム監査の意義と監査手順を説明できるよ
うになる事を目標とします。
2. システム監査の目的と対象に応じた監査計画の
立案ができるようになる事を目標とします。
3. システム監査で必要となる一連のドキュメント
が作成できるようになる事を目標とします。
4. システム監査の報告ができるようになる事を目
標とします。

n 受講料（税抜）
19,500円
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JAW029 プログラム言語概説 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
2時間／6ヶ月 各種プログラミング言語についてその特徴を説明

できるようになります。
システム開発におけるプログラミング言語の位置
付けと、主要なプログラミング言語の概要につい
て学習します。

n 受講料（税抜）
6,000円
n 対象者
• プログラミングが初めてでプログラマを目指

す方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペ

シャリストを目指す方
※プログラミング経験者は受講不要
n 前提知識
• 「コンピュータシステム基礎」修了程度

JAW030 COBOLプログラミング基礎 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
17時間／6ヶ月 COBOLの基本文法を学習し、フローチャートで

記述した基本三構造によるアルゴリズムを
COBOLプログラムで記述出来るようになります。
表の定義が出来るようになります。

COBOLプログラムの基本構造、データ定義、デー
タ編集、単純列型、分岐型、繰り返し型、表につ
いて学習します。n 受講料（税抜）

24,000円
n 対象者
• COBOLでプログラムを作成する方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペ

シャリストを目指す方
n 前提知識
• 「プログラム設計基礎」修了程度、もしくは、

アルゴリズムの基本知識を持っていること

JAW032 Cプログラミング基礎 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
24時間／6ヶ月 C言語を使って簡単なプログラミングができる

ようになります。関数や構造体を使用したプロ
グラ
ムを、書法・マナーに従ってプログラミングで
きるようになります。

「C言語の概要」、「文法」、「C言語でのプログ
ラミング」を学習します。

n 受講料（税抜）
24,000円

n 対象者
• COBOLでプログラムを作成する方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペ

シャリストを目指す方

n 前提知識
• 「プログラム設計基礎」修了程度、もしくは、

アルゴリズムの基本知識を持っていること

JAW035 Javaプログラミング基礎 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
21時間／6ヶ月 クラスを作成し、JAVAで記述できるようになり

ます。継承、オーバーライドの利用、アクセス
制御、エラー処理のコードが書けるようになり
ます。

Java言語の基礎的なプログラミング、オブジェク
ト指向言語の特徴を生かしたプログラミングにつ
いて学習します。n 受講料（税抜）

30,000円

n 対象者
• オブジェクト指向でJavaのプログラムを開発

する方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペ

シャリストを目指す方

n 前提知識
• 「プログラム設計基礎」、「オブジェクト指

向技術基礎」修了程度
• 「Cプログラミング基礎」修了、もしくはC言

語のプログラミング経験があることが望まし
い
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JAW033 実践C++ 基礎I 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
24時間／6ヶ月 C++の基本であるメモリの動的確保機能を理解

し、利用できるようになります。リスト構造の
基本を学習して、プログラム開発で活用出来る
ようになります。

「オブジェクト指向プログラミング」を理解する
ための準備として、「リスト構造」と「メモリの
動的確保」について学習します。n 受講料（税抜）

24,000円

n 対象者
• C++の言語スキルを向上させたい方

n 前提知識
• 特になし

JAW034 実践C++ 基礎Ⅱ 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
30時間／6ヶ月 C++の基本機能が理解できます。リスト構造の

基本を学習して、プログラム開発で活用できる
ようになります。

C++の開発体験を通じて、オブジェクト指向プロ
グラミングがプログラム開発の生産性と保守性を
飛躍的に向上させることを無理なく自然に理解で
きます。

n 受講料（税抜）
24,000円

n 対象者
• C++の言語スキルを向上させたい方

n 前提知識
• 「実践C++ 基礎I」修了程度

JAW022 リレーショナルデータベース入門 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
5時間／6ヶ月 リレーショナルデータベースに関する基礎知識

を身に付け、設計手順と作業内容を説明できる
ようになります。

リレーショナル・データベースを構築するにあ
たって、必要な基礎知識及びデータベース設計に
ついて学習します。n 受講料（税抜）

12,000円

n 対象者
• これから情報システムの開発に携わる方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペ

シャリストを目指す方

n 前提知識
• 「コンピュータシステム基礎」修了程度

JAW042 ＳＱＬ入門 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
7時間／6ヶ月 データ作成および修正などのためのデータベー

ス操作をSQL文で記述できるようになります。
ＳＱＬを利用してデータベースの操作（検索/デー
タ更新）する方法について学習します。

n 受講料（税抜）
12,000円

n 対象者
• SQL言語を使用してシステム開発を行う方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペ

シャリストを目指す方

n 前提知識
• 「リレーショナルデータベース入門」修了程

度
• 何らかのプログラミング言語コースを修了し

ていることが望ましい

21



JAW051 データベース (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
5時間／6ヶ月 データベースの基本概念やデータベース管理シ

ステム（ＤＢＭＳ）の機能を理解するとともに、
最適なデータベースの設計・構築・導入から操
作、日常の効率的な運用機能や作業手順、手法
について理解し実践できることを学習目標とし
ます。

受講者が、このコースを終了した時点で、データ
ベースの基本理念やデータベース管理システム
（ＤＢＭＳ）の機能を理解するとともに、最適な
データベースの設計・構築・導入から作成や操作、
日常の効率的な運用に関する機能や作業手順、手
法について理解し、実践できるようになる事を目
標とします。

n 受講料（税抜）
8,000円

n 対象者
• ＳＥの基礎知識として、データベースに関す

る基本的な技術要素や機能の知識を習得した
い方。

n 前提知識
• コンピュータの基礎知識があること

JAW043 データベース適用技術概説 日本ユニシス(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
1時間／6ヶ月 データベーステクノロジーのシステム適用例と、

その応用技術を挙げることができるようになり
ます。

リレーショナルデータベース入門履修済みを前提
とした、データベースの高度な技術を用いたデー
タベースシステムを学習します。n 受講料（税抜）

6,000円

n 対象者
• れから情報システムの開発に携わる方
• データベース適用技術について、その概説知

識を知りたい方
• ITスペシャリスト、アプリケーションスペ

シャリストを目指す方

n 前提知識
• 「リレーショナルデータベース入門」修了程

度
• プログラミング言語コースと、「情報システ

ム開発」、あるいは「オブジェクト指向と
UMLによるシステム構築」などのコースを修
了していることが望ましい

JAW061 データベース関連技術 (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
6時間／6ヶ月 データベースの分散配置とその実現技術、Ｃ／

Ｓ連携やＷｅｂ連携によるデータベースシステ
ムの基本構成、データの高度な分析活用を実現
するデータウェアハウスおよびオブジェクト指
向データベースの知識を修得し、システムへの
適用を提案できるようになることを学習目標と
します。

データベースの分散配置とその実現技術、Ｃ／Ｓ
連携やＷｅｂ連携によるデータベースシステムの
基本構成、データの高度な分析活用を実現する
データウェアハウスおよびオブジェクト指向デー
タベースの知識を習得し、システムへの適用を提
案できるようになる事を目標とします。

n 受講料（税抜）
12,000円

22



プロジェクトマネジメント

JAW050 セキュリティと標準化 (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
4時間／6ヶ月 リスク管理およびセキュリティ対策技術の考え

方を修得し、セキュリティ設計・構築・導入に
おいて品質に責任を持った適切なセキュリティ
対策を実践できるようになることを学習目標と
します。

1. リスク管理およびセキュリティ対策技術の考え
方を修得し、セキュリティ設計・構築・導入にお
いて適切なセキュリティ対策を実践できるように
なる事を目標とします。
2. 標準化の背景および動向についての知識を修得
し、システム開発に活用できるようになる事を目
標とします。

n 受講料（税抜）
9,000円

JAC603 プロジェクトマネジメント基礎 エディフィストラーニング(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
14時間／6ヶ月 ITプロジェクトマネジメントの概要を体系的に

学び、プロジェクトマネジメントに必要な基礎
技術をPMBOKに準拠した管理技法を習得する。

1．コース概要
2．プロジェクトマネジメントとは
3．ITプロジェクトマネジメント
4．PMBOK概要
5．PMBOK知識エリアとシステム開発における考
慮点
6．適正なプロジェクト計画策定
7．開発フェーズにおけるPMBOKの適用例
8．受講後テスト

n 受講料（税抜）
11,000円

n 対象者
• システム開発・運用管理などのプロジェクト

に参加した経験を持ち、プロジェクトマネジ
メントを目指している方

※受講終了時には、PMP試験申請要件である
「PMP教育受講証明書」（14時間）が発行可能
です。

n 前提知識
• IT の基礎知識及びシステム開発の基礎知識を

有し、システム開発・運用管理などのプロ
ジェクトに参加した経験を有すること。

JAW046 システム開発管理・評価 (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
12時間／6ヶ月 プロジェクトマネージャ、アプリケーションエ

ンジニア、システムアナリストなどの上位技術
者の支援のもとでシステムの開発管理、システ
ム構成要素の管理、品質の作り込み、システム
の評価を行うことができることを目標とします。

1. 全体計画のもとにプロジェクトの詳細な計画を
作成できるようになることを目標とします。
2. 計画通りに推移できるよう、担当部分について
詳細なコントロールを行えるようになる事を目標
とします。
3. システム構成変更管理を実践できるようになる
事を目標とします。
4. 品質保証の方針に沿って品質を作り込めるよう
になる事を目標とします。
5. システム開発要件の達成状況や妥当性を適切に
評価できるようになる事を目標とします。

n 受講料（税抜）
13,000円
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JAW047 プロジェクトマネージャ（知識編） (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
15時間／6ヶ月 プロジェクトマネージャとして、プロジェクト

を成功裡に完了させるために、プロジェクトの
特徴を考慮した適切な計画に基づき、実施状況
を把握・分析し、問題があれば是正措置を講じ
て計画通りに遂行するというプロジェクト管理
の知識・技術を習得し、円滑なプロジェクト運
営ができることを目標とします。

1.システム化計画に基づいて、当該プロジェクト
の実行計画を作成し、必要資源を調達し、プロ
ジェクト体制を確立できるようになる事を目標と
します。
2.計画に沿って予算、納期、品質などを管理し、
プロジェクトを円滑に運営できるようになる事を
目標とします。問題や将来見込まれる課題を早期
に把握・認識し,適切な対策･対応を実施すること
により、プロジェクトの目的を達成できるように
なる事を目標とします。
3.プロジェクトの上位責任者および関係者に、プ
ロジェクトの取組み方針、進捗状況、課題と対応
策などを適宜報告し、支援・協力を得て、プロ
ジェクトを円滑に推進できるようになることを目
標とします。
4.プロジェクトの大工程および全体の終了時、ま
たは必要に応じて適宜プロジェクトの計画と実績
を分析・評価し、その後の運営に反映するととも
に、他のプロジェクトの参考に資すようになる事
を目標とします。

n 受講料（税抜）
19,500円

JAW067 ファンクションポイント法による見積と評価 (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
5時間／6ヶ月 ファンクションポイントによる見積もりや

評価の方法。ファンクションポイント法の
導入に関する知識を修得していただきます。

1. 見積もりと評価の関係及び見積もり技法
の概要を説明できるようになる事を目標とし
ます。
2. ファンクションポイント法により、ファ
ンクションポイントが算出できるようになる
事を目標とします。
3. ファンクションポイントによるプロジェ
クトの見積もりができるようになる事を目標
とします。
4. ファンクションポイントによるプロジェ
クトの評価ができるようになる事を目標とし
ます。
5. ファンクションポイントの導入について
説明できるようになる事を目標とします。
6. ファンクションポイントの活用について
説明できるようになる事を目標とします。

n 受講料（税抜）
9,000円

JAW070 プロジェクト管理 (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
5時間／6ヶ月 限られた期間と予算の範囲で、各種の資源や開

発技法などを使って組織を運営するためには、
適切なプロジェクト管理を行う必要がある。プ
ロジェクト管理者が行うプロジェクトの実施計
画、遂行していく上で必要な管理技法、管理の
心構えを修得していただきます。

1. 情報収集の意義を理解し、状況に応じた技法を
用いて情報収集ができるようになる事を目標とし
ます。
2. わかりやすい文章を作成することができるよう
になる事を目標とします。
3. 会議を効率よく進めることができるようになる
事を目標とします。

n 受講料（税抜）
12,000円
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ビジネススキル/ヒューマンスキル

JAW058 システム提案技法 (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
4時間／6ヶ月 情報システム化の改善提案を的確に行えるよう

に、商談発生から提案書の作成・説明までがで
きるようになることを学習目標とします。

1. 提案活動のプロセスと提案に必要な知識とノウ
ハウを説明できるようになる事を目標とします。
2. 効果的な情報収集と業務課題の解決ができるよ
うになる事を目標とします。
3. 顧客ニーズを的確に捉えた提案書の作成と提案
説明の基本を列挙できるようになる事を目標とし
ます。

n 受講料（税抜）
10,000円

JAW063 情報システム化構想の立案 (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
7時間30分／6ヶ月 全社的に合意した情報戦略の策定と情報システ

ム化計画の立案作業ができるようになることを
学習目標とします。

1. 情報システム化構想の立案に必要な作業につい
て説明できるようになる事を目標とします。
2. 情報システム化構想の立案作業に必要な推進体
制の確立と計画作業を支援できるようになる事を
目標とします。
3. 後続するシステム分析プロジェクトに連携した
計画を立案できるようになる事を目標とします。

n 受講料（税抜）
11,000円

JAW064 意思決定のための情報資源活用 (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
7時間／6ヶ月 企業に存在する各種データを活用して経営施策

立案、販売施策立案、生産の効率化と品質向上
のための意思決定資料の作成方法を修得してい
ただきます。

1. 財務データを解析して経営施策立案のための意
思決定資料が作成できるようになる事を目標とし
ます。
2. 販売データを解析して販売施策立案のための意
思決定資料が作成できるようになる事を目標とし
ます。
3. 生産データを活用して生産性と品質向上のため
の意思決定資料が作成できるようになる事を目標
とします。

n 受講料（税抜）
12,000円

JAW053 問題発見・解決能力 (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
5時間／6ヶ月 ビジネス上の課題に対して解決のための提案や

カウンセリングを実施するために、情報化企
画・課題の整理及び分析などのスキルを修得し、
問題発見・解決プロセスの理解、問題解決・合
意形成などが実践できることを学習目標としま
す。

情報化企画・課題の整理及び分析などのスキルを
修得し、問題発見・解決プロセスの理解、問題解
決・合意形成などが実践できるようになる事を目
標とします。

n 受講料（税抜）
10,000円

JAW065 コミュニケーション能力 (独)情報処理推進機構

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
9時間／6ヶ月 情報技術者の情報収集や提案・説得などに必要

なコミュニケーション能力向上のための基本理
論を修得していただきます。

1. 情報収集の意義を理解し、状況に応じた技法を
用いて情報収集ができるようになる事を目標とし
ます。
2. わかりやすい文章を作成することができるよう
になる事を目標とします。
3. 会議を効率よく進めることができるようになる
事を目標とします。

n 受講料（税抜）
10,000円
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情報処理技術者試験対策

JAW901 IT基礎トレーニング ITパスポート(午前） エディフィストラーニング(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
10時間／6ヶ月 ITパスポート試験

午前問題の対策
※本コースは、テスト形式のコンテンツです。

◆実力診断テスト（午前のみ）
30問(60分)×1回

◆午前 進度確認テスト 25問(40分)×10回
第１回 基礎理論・アルゴリズム・コンピュー

タ構成要素
第２回 システム構成要素・ソフトウェア・

ハードウェア
第３回 データベース・ネットワーク
第４回 セキュリティ
第５回 開発技術・開発管理
第６回 プロジェクトマネジメント,ＳＬＡ
第７回 サービスマネジメント・システム監

査・経営戦略
第８回 システム戦略・システム企画・経営戦

略・技術戦略
第９回 ビジネスインダストリ・企業活動
第１０回 会計・法務

◆模擬テスト 80問(150分)×1回

n 受講料（税抜）
10,000円

n 対象者
• ITパスポート試験を受験する方

n 前提知識

JAW902 IT基礎トレーニング 基本情報技術者（午前/午後) エディフィストラーニング(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要
43時間／6ヶ月 基本情報技術者試験

午前/午後問題の対策
※本コースは、テスト形式のコンテンツです。

◆実力診断テスト（午前のみ）
30問(60分)×1回

◆午前 進度確認テスト 20問(40分)×10回
第１回 基礎理論
第２回 データ構造とアルゴリズム
第３回 プロセッサ・入出力装置
第４回 システムの構成・評価指標
第５回 データベース
第６回 ネットワーク
第７回 セキュリティ
第８回 システム開発技術
第９回 開発プロセス・マネジメント系問題
第１０回 ストラテジ系問題

◆模擬テスト（午前）80問(150分)×1回

◆午後 進度確認テスト
1～3問(150分)×10回 ※3～4設問/1問

第１回 基礎理論
第２回 擬似言語（基本）
第３回 擬似言語（応用）
第４回 プログラミング言語問題
第５回 プログラミング言語問題
第６回 ｿﾌﾄウェア設計
第７回 データベース
第８回 ネットワーク
第９回 セキュリティ
第１０回 信頼性・稼働率

◆模擬テスト（午後） 5～6問(150分)×1回

n 受講料（税抜）
15,000円

n 対象者
• 基本情報技術者試験を受験する方

n 前提知識
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JAW903 IT基礎トレーニング 応用情報技術者（午前/午後) エディフィストラーニング(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要

38時間／6ヶ月 応用情報技術者試験
午前/午後問題の対策
※本コースは、テスト形式のコンテンツです。

◆実力診断テスト（午前のみ）
30問(60分)×1回

◆午前 進度確認テスト 20問(40分)×10回
第１回 基礎理論
第２回 データ構造とアルゴリズム
第３回 プロセッサ・入出力装置
第４回 システムの構成・評価指標
第５回 データベース
第６回 ネットワーク
第７回 セキュリティ
第８回 システム開発技術
第９回 開発プロセス・マネジメント系問題
第１０回 ストラテジ系問題

◆模擬テスト（午前） 80問(150分)×1回

◆午後 進度確認テスト
1～3問(150分)×10回 ※3～4設問/1問
第１回 アルゴリズム
第２回 アルゴリズム
第３回 ネットワーク
第４回 ネットワーク
第５回 データベース
第６回 データベース
第７回 セキュリティ
第８回 セキュリティ
第９回 システム開発
第１０回 システム開発

◆模擬テスト（午後） 5～6問(150分)×1回

n 受講料（税抜）
15,000円

n 対象者

• 応用情報技術者試験を受験する方

n 前提知識

JAW904 IT基礎トレーニング 高度（午前) エディフィストラーニング(株)

n 学習時間／期間 n 目的 n 概要

8時間30分／6ヶ月 高度情報処理技術者試験
午前問題の対策
※本コースは、テスト形式のコンテンツです。

◆実力診断テスト（午前のみ）
30問(60分)×1回

◆午前 進度確認テスト 20問(40分)×10回
第１回 基礎理論
第２回 データ構造とアルゴリズム
第３回 プロセッサ・入出力装置
第４回 システムの構成・評価指標
第５回 データベース
第６回 ネットワーク
第７回 セキュリティ
第８回 システム開発技術
第９回 開発プロセス・マネジメント系問題
第１０回 ストラテジ系問題

◆模擬テスト（午前のみ）30問(50分)×1回

n 受講料（税抜）

10,000円

n 対象者

• 高度情報処理技術者試験を受験する方

n 前提知識
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推奨学習環境

対応OS Windows7(SP1)、Windows8.1、Windows10

WWWブラウザ

Internet Explorer 11 （デスクトップ版）、Microsoft Edge

※Microsoft Edgeでは管理機能の一部がご利用いただけません。
※ Firefox や Safari など、当社の標準サポートブラウザ以外での受講に関し

ましては一部不具合が発生する可能性がございます。

メモリ 1 GB 以上 （32bit OS）、2 GB 以上 （64bit OS）

ディスプレイ装置
1024 x 768 pixel 以上
※ 1024 x 768 pixel 未満では、一部のコースやサービスで快適に利用でき

ない場合があります。

ネットワーク環境

ブロードバンド環境推奨（コースにもよりますが、ADSL 1.5 Mbps 
以上を推奨いたします）
※ 動画を使用したコースの通信速度は、下り 10 Mbps 以上を推奨いたしま

す。

ブラウザプラグインソフト
Adobe FlashPlayer
Adobe Acrobat Reader
※ いずれも、最新バージョンを推奨します。

動作環境確認用サイト http://www.netlearning.co.jp/hojin/enviroment.html

その他

音声出力（語学シリーズなど）
TLS 1.2 暗号化通信対応環境
※ 当社のeラーニングサービスでは、ログイン後の接続状態の保持に必要な

情報の管理（セッション管理）に、クッキー（Cookie）を使用していま
す。ご利用のブラウザの設定でクッキーが使用できない状態になっている
とeラーニングサービスへのログインができませんので、クッキーを受け
入れるように設定してください。

※ 当社のeラーニングサービスでは、よりよいｅラーニングサービスのため
に、Javaスクリプトを使用しています。当社のeラーニングサービスの機
能をご利用いただくために、ブラウザの設定画面で、Javaスクリプトを
「有効にする」に設定してください。

n なお、上記で推奨するブラウザ等の環境は、予告なく変更する場合がござ
います。

n 本サイト内のページに記載されている会社名、システム名、製品名などは、
各社の商標または登録商標です。

2018.9 改訂
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e ラーニング ASP サービス約款 
 

エディフィストラーニング株式会社(以下「弊社」と称します )は、企業または団

体であるお客様に対してインターネットを通じて弊社または第三者が開発した

教育用コンテンツにアクセスし使用することができる“e ラーニング ASP サービ

ス”と称する ASP サービス（以下「本サービス」と称します）のご利用について、

次のとおり約款 (以下「本約款」と称します )を定めるものとします。 

 

第１条（定義） 

本約款において使用される用語の意義は次の各号のとおりとします。 

（１）「本サービス」とは、弊社またはそのライセンサーが著作権、商標権等の知

的財産権を有する教育用コンテンツを、日本国内のお客様に対してインター

ネットを通してアクセスさせ、使用させることができる ASP サービスをいいます。

個々の本サービスの内容は利用申込書並びに弊社ホームページに記載のと

おりとします。 

（２）「利用契約」とは、本約款に基づき弊社とお客様との間で締結する個々の

本サービスの利用に関する契約をいうものとします。 

（３）「サービス開始日」とは、お客様が本サービスを利用可能となった日をいう

ものとし、具体的な開始日は利用契約において定めるものとします。 

（４）「教材」とは、本サービスにおいてお客様が使用する学習教材（e ラーニン

グのコンテンツ、各種ドキュメントを含むが、これに限らない。）をいうものとしま

す。 

（５）「利用料金」とは、本サービス利用の対価をいうものとし、その詳細は利用

契約において定めるものとします。 

 

第２条（利用契約の成立） 

１．お客様が本サービスについて利用契約の締結を希望する場合、次のい

ずれかの方法により、弊社に対して申込を行うものとします。なお、当該申

込をもって、お客様は本約款の定めに同意したものとみなします。 

（１）弊社所定の本サービスごとの利用申込書に必要事項を記入のうえ弊社に

送付する。 

（２）弊社所定の 利用申込用Webサイトに必要事項を記載の上で手続を行う。 

２．弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様からの本サ

ービスの利用申込を拒絶することができるものとします。 

（１）お客様が利用申込時に虚偽の事実を記載したとき。 

（２）お客様が本約款の義務を怠るおそれがあるとき。 

（３）合理的理由に基づき、弊社が本サービスの提供を適当でないと判断したと

き。 

３．利用契約は、第 1 項に基づくお客様からの申込に対して、弊社が応諾の意

思表示をなした場合に成立するものとします。なお、サービス開始日の通知を

もって、応諾の意思表示に代えることができるものとします。 

４．お客様は、弊社から通知されるサービス開始日から、利用契約に定める利

用期間の間、利用契約および本約款の定めに従い、本サービスを利用するこ

とができるものとします。 

５．利用契約において本約款と異なる定めがある場合は、利用契約規定の条

件が本約款に優先して適用されるものとします。 

 

第３条（学習管理者の設定） 

１．お客様は、本サービスの利用申込時に、お客様における本サービスの

利用状況を管理する担当者（以下「学習管理者」といいます。）１名を定め、

その氏名および連絡先等を利用申込時に弊社に通知するものとします。 

２．お客様は、学習管理者を変更する必要がある場合、直ちに弊社に対して

通知し、弊社の指示に従い対応するものとします。 

 

第４条（学習者の登録） 

１．学習管理者は、本サービスのサービス開始日の２週間前までに、お客様の

従業員等の内、本サービスを実際に利用する人（以下「学習者」といいます。）

が本サービスを利用する際に必要となる学習者のデータ（以下学習者データと

称します）を、弊社所定の方法にて弊社に通知し、弊社は本サービス用サー

バに当該学習者データを登録するものとします。 

２．お客様は、お客様が弊社に対し学習者データの一部または全部を提供

しなかった場合、本サービスの一部または全部を利用できない場合があるこ

とに同意するものとします。 

３．本サービスのサービス開始日以降あるいは、学習者による本サービスの利

用開始後は、当該学習者データの変更または削除はできないものとします。 

４．弊社は、登録された学習者データを、本サービスの円滑な提供、学習者

の管理、利用料金の請求およびサービスの向上を目的とした調査、検討、

企画等の目的のために統計データとしてのみ利用するものとし、その他の

目的には一切使用しないものとします。 

 

第５条（ユーザ ID・パスワードの通知） 

弊社は、学習者データの登録後、速やかにお客様に対して、学習者および学

習管理者が本サービスの利用に必要となるユーザ ID およびパスワード（以下

「ユーザ ID・パスワード」といいます。）を、弊社所定の方法により通知するもの

とします。 

 

第６条（ユーザ ID・パスワードの管理） 

お客様、学習者および学習管理者は、自己の責任において弊社が提供した

ユーザ ID・パスワードを使用および管理するものとします。お客様に通知した

ユーザ ID・パスワードにより本サービスが利用された場合、お客様、学習者お

よび学習管理者により本サービスが利用されたものとみなします。ユーザ ID・

パスワードが第三者に使用されたことによりお客様に損害が生じた場合であっ

ても、弊社はいかなる責任も負わないものとします。なお、お客様は次の各号

の内容を遵守し、学習者および学習管理者に対して遵守させるものとします。 

学習者および学習管理者は初回アクセス時、パスワードを変更するものとしま

す。 

お客様、学習者および学習管理者は、ユーザ ID・パスワードを学習者以外の

第三者に利用させ、貸与、譲渡、売買等いかなる処分もしてはならないものと

します。  

（３）お客様は、ユーザ ID・パスワードが盗まれる、あるいは第三者に使用され

ていることを知った場合には、直ちにその旨を弊社に連絡するとともに、弊社

から指示がある場合には、これに従うものとします。 

 

第７条（サービス詳細の変更） 

弊社は、事前に弊社のウェブサイトに掲載することにより、本サービスの内容に

つき、変更、廃止等を行うことができるものとします。ただし、当該変更、廃止等

の時点でお客様が利用している教材については、当該お客様は利用契約に

定める利用期間が満了するまで、引き続き本約款および利用契約の規定に基

づき利用できるものとします。 

 

第８条（本サービスの中断） 

弊社は、次の各号の一に該当した場合には、原則として電子メールの送信、ま

たは弊社ウェブサイトへの掲載等の方法をもってお客様に通知することにより

本サービスの提供をその必要となる期間、中断または一時停止することができ

るものとします。 

（１）通信設備の保守もしくは工事、電力供給の中断または通信網の障害等や

むを得ない事由による場合。 

（２）弊社が本サービス用サーバの保守のために当該サーバを停止させる場

合。 

（３）天災地変その他弊社の責に帰すことができない事由による場合。 

（４）お客様が本契約にもとづく債務を履行しない場合。 

（５）その他本サービスの運用上または技術上の重大な問題がある場合。 

 

第９条（クライアント機器等の設置および維持） 

お客様は、本サービスを利用するために必要となるパソコン、通信ソフト、通信

機器等を、自己の責任と費用負担において用意するものとします。またインタ

ーネットへの接続費用、その他通信費については、お客様の費用負担としま

す。 

 

第１０条（本サービスの利用条件） 

お客様は、学習者および学習管理者に本サービスを利用させるにあたっては、

本約款および利用契約に基づき課せられた義務を遵守させるものとします。 

 

第１１条（支払条件） 

１．お客様は、利用料金、各種諸費用およびこれらにかかる消費税等を、弊社

請求後３０日以内に現金にて弊社に支払うものとします。なお、当該料金等の

振込に係る費用はお客様の負担とします。 

２．弊社は、お客様による利用契約の解約その他理由の如何を問わず、既に

支払われた利用料金は一切返却しないものとします。 

 

第１２条（遅延利息） 

お客様は、利用料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払

いがなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数につ

いて年 14.6％の割合で算出した額を、遅延利息として弊社が指定する期日ま

でに支払うものとします。 
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第１３条（変更の届出） 

１．お客様は、住所、電子メールアドレス、学習管理者、その他弊社への届

出内容に変更があった場合は、速やかに弊社に対しその旨を書面にて通

知するものとします。 

２．お客様が前項の通知を怠ったことにより、本サービスの利用に支障が生じ

たとしても、弊社は何ら責任を負わないものとします。 

 

第１４条（禁止事項） 

１．お客様は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとし

ます。 

（１）弊社または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行

為またはそのおそれのある行為 

（２）教材ならびに本サービスにより利用しうる情報を改ざん、翻訳、リバースエ

ンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルする行為 

（３）学習管理者が登録した学習者以外のお客様の従業員等を含む第三者に

対して、本サービスおよび教材の全部または一部を使用させる行為 

（４）弊社または第三者を誹謗し、中傷しまたは名誉を傷つけるような行為 

（５）有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為 

（６）弊社または第三者の財産、プライバシーを侵害しまたは侵害するおそれの

ある行為 

（７）本約款の他の規定に反する行為 

（８）その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為 

２．弊社は、お客様が前項各号の一に該当する行為を行っているか、または当

該行為を行うおそれがあると判断した場合、お客様、学習者および学習管理

者に事前通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止させるこ

とができるものとします。 

 

第１５条（教材の取り扱い） 

 お客様は弊社の書面による承諾なく、本サービスに伴い弊社が提供する教

材を複製、翻訳、翻案し、または第三者に譲渡、貸与、開示してはならないも

のとします。また、お客様は提供された教材を善良なる管理者の注意義務をも

って保管・管理するものとします。 

 

第１６条（秘密保持） 

お客様および弊社は、事前に相手方から同意を得た場合もしくは法令の規定

に基づき開示を求められた場合を除き、①相手方から秘密である旨を指定さ

れたうえで開示された書面、物品、電磁的・光学的記録媒体その他有体物に

より提供された情報、または②相手方から秘密である旨を指定されたうえで口

頭もしくは視覚的手段により開示され、開示した側が、当該開示の日より７日以

内に、当該開示の日付および内容を書面により記載し、当該書面に「秘密」で

ある旨表示を付した上で開示された情報（以下「秘密情報」と称します）を第三

者に開示、漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する

情報は秘密情報から除くものとします。 

（１）開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者

の責によらずして公知となったもの 

（２）お客様または弊社が開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの 

（３）第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの 

（４）相手方からの開示以降に独自に開発されたもので、相手方からの情報に

よらないもの 

（５）第三者に対する開示について事前に相手方の承諾を得た情報 

（６）相手方が第三者に対して秘密保持義務を課すことなく開示している情報 

（７）相手方自身が秘密情報として管理していない情報 

 

第１７条（再委託） 

 弊社は、本サービスの一環として、Ｑ＆Ａの対応、本サービス用情報システム

運用等の作業の一部を、第三者に再委託できるものとします。この場合、弊社

は、前条の定めにかかわらず、当該第三者に対し秘密情報または学習者デー

タを開示できるものとします。 

 

第１８条（事例集等の作成） 

弊社は、本サービスの提供過程でお客様と弊社との間で行われた質疑応答の

内容等につき、お客様に対する通知およびお客様の承諾なく、本サービスを

含む弊社の教育関連サービス品質向上の目的として、事例集等を作成するこ

とができるものとします。 

 

第１９条（損害賠償） 

お客様、学習管理者または学習者の責に帰すべき事由により、弊社に損害が

生じた場合、お客様は弊社に発生した損害につき、賠償責任を負うものとしま

す。 

 

第２０条（保証および免責） 

１．弊社は、本サービスを善良なる管理者の注意義務をもって提供するもの

とします。 

２．前項に定めるものを除き、弊社は、本サービスおよび教材が完全である

こと、お客様の特定の利用目的を満たすものであること、またお客様あるい

は学習者による本サービスの利用結果を含み、本サービスについて、いか

なる保証も行わないものとします。  

３．弊社は、お客様、学習管理者および学習者が本サービスの利用に付随ま

たは関連して損害を被った場合であっても、債務不履行責任、不法行為責任、

その他の請求原因を問わず賠償の責任を負わないものとします。 

 

第２１条（本サービスの中止） 

１．弊社は、お客様が本約款の定めの一に違反した場合には、相当の期間

を定めて履行の催告を行い、当該期間内に是正されないときは、書面によ

る通知をもって利用契約を解除し、本サービスの提供を中止できるものとし

ます。 

２．前項にかかわらず、お客様が次の各号の一にでも該当した場合には、弊社

は何らの通知催告を要せず、利用契約を解除し、本サービスの提供を中止で

きるものとします。 

（１）支払いの停止または破産、会社更生、特別清算もしくは民事再生手続等

の申立があったとき。 

（２）手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

（３）仮差押、差押、仮処分または競売手続の開始があったとき。３．お客様が

前２項に該当した場合、お客様が弊社に対して負担する一切の金銭債務

は当然に期限の利益を失い、お客様は直ちに当該金銭債務を弊社に弁済

するものとします。 

 

第２２条（本サービス終了後の取扱い） 

理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、弊社はユーザ ID・パスワード

を無効化し、本サービス用サーバに蓄積されている学習者データを消去する

ものとします。 

 

第２３条（管轄裁判所） 

本サービスの利用に関して、弊社とお客様との間に、訴訟の必要が生じた場

合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 

 

第２４条（準拠法） 

本約款および利用契約は、日本国の法律によるものとします。 

 

第２５条（協議） 

本約款に定めのない事項または本約款の履行につき疑義を生じた場合には、

お客様および弊社は誠意を持って協議し、円満解決を図るものとします。 

 

 

第２６条（本約款の変更） 

弊社は、必要に応じて本約款を随時変更することができるものとします。また、

本約款を変更した場合には、弊社が適当と判断する方法で、お客様に通知す

るものとします。 

 

 

付則  

本約款は、２０１０年１２月１日より施行されるものとします。 

 

以上 

２０１０年１１月１日制定 

２０１４年４月１日改訂 

 

 





https://www.edifist.co.jp/

〒104-0031
東京都中央区京橋2-8-7 読売八重洲ビル4階

エデュケーションサービス部
電話番号 03-6634-1945

お問い合わせ・お申し込み先

08-EL-1809
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