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ITスキル標準V3 2008対応 診断ツールのご案内

自己申告ではなく客観テストによる簡単かつ短時間（90分）の診断で、ITSS V3 2008で定義されたスキル熟達度レベルが全て把握できます。
企業でのIT技術人財スキルの棚卸、強み・弱みの把握、育成の指針、組織分析、調達等に精度高く最適です！ ＳａａＳ（ＡＳＰ）提供。

ITSSレベルチェッカー
【ITSSV3 2008/情報処理技術者試験対応版】™
■ ITSSレベルチェッカー【ITSSV3 2008/新情報処理技術者試験対応版】™
™とは
経済産業省が策定した最新のキャリアフレームワーク「ＩＴスキル標準 V3 2008」に合わせ
て、実務能力、テクニカルスキルを情報処理技術者試験と同様に知識とスキル（技術）を
客観テストでインターネット上で、24時間どこでも診断することができる、オンライン型診断
です。
このレベルチェッカーは、どの職種のどのレベルのスキルがあるのかをWeb上で手軽に短時
間で診断することができます（レベル１未満～レベル５迄）。
診断結果は経済産業省が策定したキャリアフレームワークに従って職種ごとに定められた
分野に対する強み、弱点がその場でわかり易いレーダーチャートにて表示されます。

15万人超の実績！ 企業のIT技術人財育成・研修・評価・調達用途に最適！
■ITSSレベルチェッカーの特長

（ＳａａＳ （ＡＳＰ） 版） ※イントラネット型も別途提供可。
・ITSS V3 2008で定義されたスキルを全て測定する上で90分の
診断を基本としており、インターネット上でいつでもＩＴスキル標準
V3 2008で定められた全てのスキル項目を短時間で総合的
かつ客観的に技術者のスキル評価をバランスよく行うことが
できます。別途、組織分析も可能です。

客観テスト型診断で国内実績ＮＯ.1
300社15万人以上の診断、企業分析、ＩＴＳＳ導入、人材育成、研
修の事前実施や効果測定で活用されています

社員のスキル特性を
一人一人個別に
把握・育成できます。
・診断結果は経済産業省が策定したＩＴスキル標準V3 2008
キャリア フレームワークとスキル項目に従って職種毎に定め
られた分野に対する強み、弱点をその場でわかり易いレーダ
チャートにて表示します。同時に共通分野（レベル1、2）と専
門分野（レベル3以上）のスキル分布状態を個人結果画面に
表示しています。
・「ITパスポート試験」や「基本情報技術者試験」にも整合を図
っており、各試験の合格の可能性の目安をパーセンテージ
で表示します。 ※合格を保証するものではありません。
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ITSSレベルチェッカー【ITSSV3 2008/情報処理技術者試験対応版】

TM

職種別コンテンツ一覧（全11職種）
＊各コンテンツの出題範囲・カテゴリは、ITスキル標準V3
＊各コンテンツの出題範囲・カテゴリは、ITスキル標準V3 2008に準拠しています。
2008に準拠しています。
＊各コンテンツとも、11職種共通の共通分野と職種毎の専門分野で問題が構成されています。
＊各コンテンツとも、11職種共通の共通分野と職種毎の専門分野で問題が構成されています。
＊11職種の共通のスキル領域
＊11職種の共通のスキル領域 （共通スキル項目）は、ITパスポート試験（レベル１）や基本情報技術者試験（レベル２）
（共通スキル項目）は、ITパスポート試験（レベル１）や基本情報技術者試験（レベル２）
にも対応して作成されています。情報処理技術者試験と整合性をとった人材育成ツールとして最適化されています。
にも対応して作成されています。情報処理技術者試験と整合性をとった人材育成ツールとして最適化されています。
[[ 全11職種
全11職種 ]]
１．マーケティング
１．マーケティング （90分）
（90分）
２．セールス
２．セールス （90分）
（90分）
３．コンサルタント
３．コンサルタント （90分）
（90分）
４．ITアーキテクト
４．ITアーキテクト （90分）
（90分）
５．プロジェクトマネジメント
５．プロジェクトマネジメント （90分）
（90分）
６．ITスペシャリスト
６．ITスペシャリスト （90分）
（90分）
７．アプリケーションスペシャリスト
７．アプリケーションスペシャリスト （90分）
（90分）
８．ソフトウェアデベロップメント
８．ソフトウェアデベロップメント （90分）
（90分）
９．カスタマーサービス
（90分）
９．カスタマーサービス （90分）
10．ITサービスマネジメント
10．ITサービスマネジメント （90分）
（90分）
11．エデュケーション
11．エデュケーション （90分）
（90分）

【例：アプリケーションスペシャリストの場合】
＊ITSS V3 2008で定義された、下記の全てのスキル項目に対応しています。
＜レベル１、２共通のスキル領域 （共通スキル項目） ＞
・基礎理論
・アルゴリズムとプログラミング
・コンピュータ構成要素
・システム構成要素
・ソフトウェア
・ハードウェア
・ヒューマンインタフェース
・マルチメディア
・データベース
・ネットワーク
・セキュリティ
・システム開発技術
・ソフトウェア開発管理技術
・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
・システム企画
・経営戦略マネジメント
・技術戦略マネジメント
・ビジネスインダストリ
・企業活動
・法務
・リーダーシップ
・コミュニケーション
・ネゴシエーション
＜アプリケーションスペシャリストのスキル領域 （職種共通スキル項目＋専門分野固有スキル項目）＞
・業務分析
・テクノロジ
・デザイン
・ソフトウェアエンジニアリング
・コンサルティング技法の活用
・知的資産管理活用
・プロジェクトマネジメント
・リーダーシップ
・コミュニケーション
・ネゴシエーション
・業務システム構築
・業務パッケージ適用

■企業向け診断結果分析機能（オプション）
●企業向け診断結果CSV管理データ提供：終了時報告
●診断結果分析機能提供：企業向け管理画面NET-SCMSの提供
●企業組織診断サービス：企業力分析サービス、ITSS導入、人材育成コンサル
●ITSS技術者スキルだけでなく、ヒューマンスキル、コンピテンシーと合わせた総合診断も可能です。ご相談ください。
●ITSSレベルアップ教材として、情報処理技術者試験教材と整合しています。
■販売価格
・標準価格 各3,990円 (税込) （Web診断、ASP提供、１テスト１回診断につき）
・企業向け：別途お見積り、お問い合わせください。（100ライセンス以上でボリュームディスカウントの適用がございます）
情報処理技術者試験対策のWeb学習・CBT型トレーニング教材を業界に先駆けて発売、
情報処理技術者試験対策のWeb学習・CBT型トレーニング教材を業界に先駆けて発売、
ITSSとも整合性を計った教材です。
ITSSとも整合性を計った教材です。
TM
NET
NET パーフェクトトレーナー
パーフェクトトレーナーTM

芦屋広太
芦屋広太 監修・著／（株）ネクストエデュケーションシンク編
監修・著／（株）ネクストエデュケーションシンク編

情報処理技術者試験対策シリーズ
情報処理技術者試験対策シリーズ （CBT型eラーニング教材）
（CBT型eラーニング教材）

１．ITパスポート試験
１．ITパスポート試験
２．基本情報技術者試験
２．基本情報技術者試験
３．応用情報技術者試験
３．応用情報技術者試験

標準学習時間60時間
標準学習時間60時間 6ヶ月版：￥12,600（税込）、
6ヶ月版：￥12,600（税込）、 3ヶ月版：￥7,560（税込）
3ヶ月版：￥7,560（税込）
標準学習時間80時間
6ヶ月版：￥15,750（税込）、
標準学習時間80時間 6ヶ月版：￥15,750（税込）、 3ヶ月版：￥9,450（税込）
3ヶ月版：￥9,450（税込）
標準学習時間80時間
標準学習時間80時間 6ヶ月版：￥19,950（税込）、
6ヶ月版：￥19,950（税込）、 3ヶ月版：￥11,970（税込）
3ヶ月版：￥11,970（税込）

＜模擬試験コンテンツ＞
＜模擬試験コンテンツ＞ ※模擬試験は１IDに付きWebで1回実施となります。（各分野の詳細分析結果有り）
※模擬試験は１IDに付きWebで1回実施となります。（各分野の詳細分析結果有り）
1.
40問（小問のみ）
30分
￥1,050（税込）
1. ITパスポート試験
ITパスポート試験腕試しWeb簡易診断
腕試しWeb簡易診断
40問（小問のみ）
30分
￥1,050（税込）
全国Web模擬試験
100問（小問・中問）
165分
￥2,625（税込）
2.
ITパスポート試験
100問（小問・中問）
165分
￥2,625（税込）
2. ITパスポート試験 全国Web模擬試験
3.
45分
￥1,260（税込）
3. 基本情報技術者試験
基本情報技術者試験 腕試しWeb簡易診断
腕試しWeb簡易診断24問（午前問題のみ）
24問（午前問題のみ）
45分
￥1,260（税込）
4.
基本情報技術者試験
全国Web模擬試験
午前80問・午後7問選択
午前150分・午後150分
4. 基本情報技術者試験 全国Web模擬試験 午前80問・午後7問選択 午前150分・午後150分 ￥2,940（税込）
￥2,940（税込）
5.
5. 応用情報技術者試験
応用情報技術者試験 全国Web模擬試験
全国Web模擬試験午前80問・午後6問選択
午前80問・午後6問選択 午前150分・午後150分
午前150分・午後150分 ￥3,990（税込）
￥3,990（税込）
〔開発・提供〕
®
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