
お申込みはこちらから http://jpn.nec.com/nua/web_training/

毎週水曜日締切、木曜日にURL、ID、パスワードをメールにて
ご案内し、月曜より受講開始になります。

受付通知

Office2010コースはeラーニング、その他のコースはeトレーニングです。
●eラーニング（デモ動画＋講師音声＋字幕） ●eトレーニング（講師動画＋デモ動画）

教育形式

NUA会員限定
Web教育サービス

でスキルアップ！

2018年度上期

コースは半期ごとにリニューアルします。

申込期間が通年になり、
いつでも受講できるようになりました！

時間と場所を
気にせず、

自分のペースで
学習できる！

「Web教育サービス」は集合制セミナーへの参加が困
難な遠隔地の皆さまや、ご多忙な皆さまに時間と場所
を気にせず、自分のペースや達成度に応じてスキルアッ
プいただけるプログラムです。ビジネスに欠かすことの
できない基本スキルExcel、Word、PowerPointの他
に、ICTスキルやビジネススキルコースもご用意してい
ます（講義内容の詳細は裏面をご覧ください）。NUA会
員限定で無料でご提供いたします。ぜひこの機会にご
活用ください。

無料

❶自分のペースで好きな場所から学習できる！
❷ビジネススキルやICT最新動向スキルの強化が図れる！
❸初心者の方でも安心のサポート体制！

Web教育サービスのポイント

Power
Point
スキルUP! Excel

スキルUP!

ビジネス
スキルUP!

Word
スキルUP!

ICT
スキルUP!

通常受講料 総額200,000円相当が

NUA会員限定
※一部のコースにてテキストのダウンロードが可能になりました。
※1社あたり何名様でも無料で受講可能です。



NEC CRM本部内  全NUA事務局
〒108-8001  東京都港区芝5丁目7-1  NEC本社ビル
TEL：03-3798-8664　　Email：nua@nua.jp.nec.com

web教育サービス全般のお問い合わせ

Email：msuevent@educ.jp.nec.com

NECマネジメントパートナー  人材開発サービス事業部
〒211-8601  神奈川県川崎市中原区下沼部1753  N棟8F

コース、お申込み、動作環境に関するお問い合わせ

【推奨OS】Microsoft®Windows®Vista 以上 【CPU】1GHz以上のプロセッサ 【メモリ】512MB以上
【Webブラウザ】日本語版 Microsoft Internet Explorer7.0以上
【ネットワーク環境】1Mbps以上（推奨） 【プラグイン】Adobe Flash Player の最新版（推奨：ver13 以降）

動作環境

Web教育サービス 講義内容

有償講座のご案内 その他、最新ICTトレンドから、一般コース、新人向けコースまで、人気のトレーニングをNUA会員向けにセレクトしました。
会員限定の特別価格となっていますので、申込みサイトをご覧ください。

学習進捗レポートサービス（有償） まとめ（一括）申込み（有償）
学習進捗レポートサービスは、スケジュール単位に受講者一人ひとりの進捗状況
をデータでご提供するサービスです。

まとめて（一括）申込みは、各社2か月に1回までは無料です。
（1回は100エントリーまで）
これ以外は、有償にて申し受けます。
（例：2か月に2回以上の場合、2回目以降は有償）

※日程は調整させていただく場合があります。 
※データは、報告希望日前日時点の状況となります。最終データをご希望の場合は報告希望
　日に「最終データ」とご記入ください。

【 対 象 コ ー ス 】
【サービス料金】
【サービス単位】
【 デ ー タ 内 容 】
【 報 告 回 数 】

NUA会員様向けコース
54,000円(税込)/ 1スケジュール
会社単位 (拠点単位、部単位など、細分化したデータはご提供できません)
受講者ごとの進捗状況 （未着手、学習中、修了、など）
3回まで

【サービス料金】
【 件 数 】

21,600円（税込）/ 1回
1回100エントリーまで
例）10名様が10コースずつお申込み、1コースに100名様が
　 お申込み、など

※各スケジュールの定員は200名になります。定員に達している場合は、翌週など空いている別のスケジュールにてお申込みください。
※時間は概算になるため、実際の学習時間と異なる場合があります。HPにてご確認ください

現在のネットワーク技術の課題を解決する概念として注目されているSDN（Software-Defined 
Networking）について基本的な知識を習得することを目的としています。

ビジネスにおいて今もっとも注目され、その活用がビジネスの成否を左右するとも言われているクラウド
の基本を修得します。

最近注目されているビッグデータについて、概要、活用方法を分かりやすく紹介します。

今話題のIoTについて、なぜ、これほどまでに注目されているのかをわかりやすく紹介します。
また最新の活用事例もご紹介します。

最近、AIという言葉がニュースでも多く話題になっています。AIとは何か？から、AI技術の基礎、及びその
活用事例について分かりやすく紹介します。

IT環境で広く利用されている「仮想化」について基本的な知識を学んでいただきます。「サーバー仮想化」
を中心として、その他の仮想化についてもご紹介します。

近年普及が進んでいるIoT、人工知能、フィジカル・コンピューティングなどの最新ICT動向を紹介するとと
もに、2020年に向けて、どのような技術が普及し、どのような使われ方をしているかを中心とした、近未来
ICTの動向をわかりやすく説明します。（2017年5月開催　関東NUAの講演をWeb公開します。）

最近発生しているセキュリティ事件・事故をもとに、私たち一人一人が気をつけるべきことや心構え、セキュリ
ティ対策の基本を修得します。テレワーク時のセキュリティについても、ケーススタディを通して学習します。

ネットワークに関する基本的な考え方や簡単な操作、状態確認方法を修得します。

プロジェクトとは何か、プロジェクトはどのように進めるか、プロジェクトチームのメンバーはどう行動すべ
きかなどについて修得します。

文書作成ソフトであるMicrosoft Word 2010の基本操作を修得します。

Microsoft Word 2010を用いた効率的な文書作成・管理方法を修得します。アウトラインモード、差し
込み印刷、脚注・図表・引用文献・索引などを修得します。

ペーパーだけでなく、様々な媒体を利用して企画・提案を行うことができる便利なソフトであるMicrosoft 
PowerPoint 2010について、基本的な操作方法を修得します。

Excel 2013 および 2016 の基本操作から応用機能まで業務に役立つ便利な機能を講師デモでご紹介します。

PowerPoint 2013 および 2016 の便利機能、新機能をデモを交えて紹介します。

Excel 2013 および 2016 のピボットテーブルについて、基本的な作成方法、編集方法、さらに計算機能
についてご紹介します。

身近な例を元にMicrosoft Excel2010～2016の様々な関数の設定および活用方法をご紹介します。

ITエンジニアとしておさえておくべき、コンピュータの仕組みを解説します。システムインフラを構成する
代表的な要素、ハードウェアの仕組み、OSの役割と代表的な管理機能についても紹介します。

ビジネスコミュニケーションの基礎である挨拶、敬語、名刺交換、電話対応、報連相のポイントを学習します。

プレゼンテーションで好印象を与えるための話方について、必要な要素を理解します。その要素を高める
ためのトレーニング方法を学習します。

自分の考えや主張について論文を通じて読み手に伝えるために知っておくべき構成や表現のポイントを
解説します。

簿記を知らない人でも、貸借対照表、損益計算書などを分析する視点がわかるようになります。また、トッ
プの経営方針、取引先の財務状況を理解できるようになります。

仕事や日常生活に伴うストレスのメカニズムやストレス耐性を上げる方法を理解し、ストレスを自らマネジ
メントする方法を理解することで、ストレスと上手につきあうことができるようになります。

表計算ソフトであるMicrosoft Excel 2010の基本操作と、業務にすぐ役立つ便利な使用方法を修得します。

Microsoft Excel 2010を利用した実務的なデータ整理・分析・自動処理の方法を修得します。

Word 2013 および 2016 の便利機能、新機能をデモを交えて紹介します。

クラウド時代を支える最新ICT動向 ～2020年におけるICT利活用～
技術の進歩とともに、生活環境が著しく変化しています。特に1950年代後半に登場した人工知能は近年再び
脚光を浴びており、昔は夢物語にすぎなかったことが、実現できるようになってきています。今回の講演では、
2020年に向けて、IoTや人工知能を中心とした、これからの技術を説明するとともに、どのような使い方が可
能になるのか、それによりどのような変化が起こるのかなど近未来ICTの動向をわかりやすく説明いたします。
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コース内容詳細

SDN入門

クラウド入門

ビッグデータ入門

IoT 2017入門

AI入門

仮想化入門

聞かないと損する
ICT最新動向2017
（6月まで）

聞かないと損する
ICT最新動向2018
(7月公開予定）

情報セキュリティ2018入門
＜テレワーク対応＞
ネットワーク入門
メンバーのための
プロジェクト基礎
Excel 2010 基礎
Excel 2010 応用
Word 2010 基礎

Word 2010 応用

PowerPoint 2010

Excel 入門 － 2013/2016 対応 －
Word 入門 － 2013/2016 対応 －
PowerPoint 入門 － 2013/2016 対応 －

Excel ピボットテーブル入門

Excel 関数

IT入門（新入社員向け）

速習ビジネスコミュニケーション
（新入社員向け）（6月まで）

速習プレゼンテーション

論文の書き方講座（5月まで）

基礎から学ぶ財務分析

今日からできる！
ストレスマネジメント

お申込みはこちらから

http://jpn.nec.com/nua/web_training/

NEW

NEW


