
日経クロステック ラーニング
eラーニング概要資料
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日経クロステックラーニング eラーニングの特徴

１

講師陣は専門誌が認める
「プロ中のプロ」

２

動画講義+確認テストで
知識の定着ができる

３

現場ですぐに役立つ
実践的スキルが身につく
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eラーニングの仕様

倍速機能

チャプタ分割

確認テスト

✓ チャプタ分割
10分程度の講義×10～20本で構成

✓ 倍速再生機能
受講者ごとに効率的な視聴ができます

✓ 確認テスト
回答してすぐに採点、その場で理解度をチェック

✓ 管理者機能
受講者の進捗状況の確認と受講履歴のDLも可能
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ジャンル 講座名 講師

営業 SEのためのシステム営業力養成講座 川嶋 謙（アスクラボCEO）

ビジネススキル 知っておくべきDXの基礎 中村 建助（日経BP 技術メディアユニット 編集委員）

”伝わる”ビジネス文書作成の基本 豊田 倫子（コンピュータハウス ザ・ミクロ東京）

DX時代のベーシックスキル 森岡 謙二（アーステミア 代表取締役）

オンライン講座の作り方 天笠 淳（アネックス 代表取締役）

システム開発 DXエンジニア入門講座 石田 裕三（野村総合研究所）

手戻りなしの要件定義ベーシックコース 水田 哲郎（日立コンサルティング）

システム開発のためのWBSの作り方 初田 賢司（システムコンサルタント）

間違いだらけの設計レビュー 森崎 修司（名古屋大学 大学院情報学研究科 准教授）

データ分析 ビジネスパーソンのためのデータ分析・活用入門 柏木 吉基（データ＆ストーリーLLC代表）

マネジメント デジタルにもアナログにも対応できる
ハイブリッド・マネージャーの手引き

天笠 淳（アネックス 代表取締役）

仕事がスムーズに進む文章の査読・指導法 豊田 倫子（コンピュータハウス ザ・ミクロ東京）

DX時代のプロマネ入門 野口 雄志（グリットコンサルティング 代表）

eラーニングのラインナップ ※2021年3月2日現在
随時拡充予定
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eラーニングの料金体系
講座名 受講料/人 受講期間

SEのためのシステム営業力養成講座 8,800円 3ヶ月

”伝わる”ビジネス文書作成の基本 8,800円 3ヶ月

DX時代のベーシックスキル 13,200円 最大2ヶ月

知っておくべきDXの基礎 13,200円 3ヶ月

オンライン講座の作り方 13,200円 3ヶ月

DXエンジニア入門講座 13,200円 3ヶ月

手戻りなしの要件定義ベーシックコース 13,200円 3ヶ月

システム開発のためのWBSの作り方 13,200円 3ヶ月

間違いだらけの設計レビュー 13,200円 3ヶ月

ビジネスパーソンのためのデータ分析・活用入門 13,200円 3ヶ月

デジタルにもアナログにも対応できる
ハイブリッド・マネージャーの手引き

13,200円 3ヶ月

仕事がスムーズに進む文章の査読・指導法 13,200円 3ヶ月

DX時代のプロマネ入門 13,200円 3ヶ月

※2021年4月1日現在
※金額はいずれも税込みです

※上記の他、初期設定費55,000円（税込）がかかります
⇒ID発行などの登録費用および利用期間中の運用管理費とご理解ください

※管理者IDは、１つにつき受講料と同額かかります
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管理者機能
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⚫各ユーザーごとに、動画の総学習時間、テストの実施状況、最終
学習日時を確認できる。テーマごとのアクセス状況も見られる。



推奨利用環境

■推奨利用環境
日経BPが提供する日経ID対応サービスは、以下のブラウザでの動作をおおむね確認していま
す。快適にご覧いただくために最新のアップデートを適用することをおすすめします。また
JavaScriptを「有効」かつCookieを受け入れるように設定してください。お使いの環境によっ
ては表示上の不具合や一部機能が使用できない可能性がありますのでご了承ください。

［パソコン］
OS：Windows8.1、Windows10
ブラウザ：Internet Explorer 11 最新版、Microsoft Edge 最新版、Chrome 最新版
回線速度 : 下り速度3Mbps以上
※有線LAN推奨です。無線経由の場合は回線状況によって切断が発生する場合があります。
※Proxyサーバを経由する場合はProxyサーバの種類や設定内容によっては動作しない場合があります。

［モバイル（スマートフォン・タブレット）］
Chrome 最新版（Android 6以降）/Safari 最新版（iOS 10以降）
回線速度 : 下り速度1Mbps以上 ※Wi-Fi環境推奨です。

※eラーニングサービスのご利用規約はこちら

7

https://info.nikkeibp.co.jp/nxt/campaign/learning/el/xtech_elearning_terms210203.pdf


＜ご参考＞ハイブリット型研修

eラーニングで事前学習

＋

オンラインまたは対面で
個別企業研修

基礎知識の習得 演習やディスカッション

例：職場での実践につなげるための効果的な施策

✓ 知識集合研修の時間を短縮できる
✓ 知識レベルを合わせられる
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各講座のご紹介
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ジャンル：営業
SEのためのシステム営業力養成講座

講座紹介
システム受注のカギは、最終決裁者の課題を聞き出し解
決策を提示すること。そのスキルは営業担当者だけでな
く、SEこそ身に付けたいものです。300回を超えるトッ
プ層への営業経験を持ち、大手IT企業で3000人超に営業
力強化研修を実施してきた講師が、自らの体験を基に実
践的なノウハウを伝授します。

所要時間：2～3時間講座カリキュラム
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ジャンル：ビジネススキル
知っておくべきDXの基礎

講座紹介
多くの企業がDX（デジタルトランスフォーメーション）に取り組んで
います。DXは全社を挙げた変革の取り組みであり、全社員が当事者と
なります。まず必要になるのはDXとは何かを理解することです。定義や
目的は何か、本プログラムではDXの本質を分かりやすく基礎から
解説します。最後まで受講することで、DXへの理解が進み、全社の
取り組みが加速します。

所要時間：2時間講座カリキュラム
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ジャンル：ビジネススキル

”伝わる”ビジネス文書作成の基本

講座紹介
ビジネスの現場では、文章で用件を正しく伝えることが
必要です。ビジネス文書と技術文書、メールを題材に、
“伝わる”文章を書くためのポイントを基礎から解説します。
ビジネス文書/ビジネスメールの基本的な作成スキル習得
を目指します。

講座カリキュラム

所要時間：3～4時間
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ジャンル：ビジネススキル

DX時代のベーシックスキル

講座紹介
仕事のデジタル化を加速させるためには、従来のビジネス
常識や働き方は通用しなくなってきています。本講座は、
若手社員の目線から会社と仕事を見つめることで、DX時
代の働き方の基本となるスキルを、先人の知見や先進事例
の研究成果、グローバルスタンダードから学ぶ、若手人材
に必須の講座です。

所要時間：2～3時間講座カリキュラム
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ジャンル：ビジネススキル

オンライン講座の作り方

講座紹介
新型コロナウィルスの影響で、企業研修の主流は、対面か
らオンラインへと切り替わりつつあります。しかし、オン
ライン研修の担当者からは、勝手が違うと戸惑いの声も。
実は、オンライン講座では、対面とは少し違うスキルが求
められるのです。本コースでは、オンライン研修を成功に
導くノウハウやコツを解説します。

所要時間：3～3.5時間講座カリキュラム
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ジャンル：システム開発
DXエンジニア入門講座

講座紹介
変化に強いソフトウエアをつくり、DXを進展させるため
にこれからのITエンジニアが身につけておくべきスキル
を伝授します。「機動力」「生産性」などを高めるため
の具体的な方法を、ITアーキテクトとしての豊富な経験
を持つ講師が徹底解説します。

所要時間：3～4時間講座カリキュラム
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ジャンル：システム開発

手戻りなしの要件定義ベーシックコース

講座紹介
事業環境の変化とともに、ますます重要になっていると
同時に、開発工程の中で遅れやコストのリスクも高く
なっているのが要件定義です。本講座では要件定義の手
順や作成するデータ、ユーザーからのヒアリングのテク
ニックなど手戻りなしで要件定義が作れるようになるた
めの基礎技術の獲得を目指します。

所要時間：2～3時間講座カリキュラム
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ジャンル：システム開発

システム開発のためのWBSの作り方

講座紹介
プロジェクトで実施すべき作業や作成すべき成果物を構造
的に分解した「WBS（Work Breakdown Structure）」。
プロジェクトを成功に導くための“道しるべ”として、その
役割は極めて重要です。DX（Digital Transformation）
への取り組みが進む中、その重要性は高まるばかりです。
本講座では、ベストセラー『システム開発のためのWBS
の作り方』の著者である初田賢司氏が、WBSの考え方や
タスクの洗い出し方法を基本から分かりやすく解説します。

所要時間：3～4時間講座カリキュラム
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ジャンル：システム開発

間違いだらけの設計レビュー

講座紹介
システム開発の現場で多く見られる間違ったレビュー。
レビュー方法論の第一人者が間違いの典型例を示し、そう
ならないための現場の改善策、基本となるレビュー技法、
レビュー会議の進め方などを丁寧に解説します。レビュー
初級者が基礎を学べるだけでなく、ベテランのエンジニア
やプロマネ向けのノウハウもカバーしています。

所要時間：3～4時間講座カリキュラム

18



ジャンル：データ分析ビジネスパーソンのための
データ分析・活用入門

講座紹介
実務でデータ分析を活用したいビジネスパーソンにとって
必須の基礎知識を解説します。データを扱う際に陥りがち
な注意点を押さえたうえで、それを実務に生かすために必
要な考え方とステップを理解しましょう。

所要時間：2～3時間講座カリキュラム
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ジャンル：マネジメント
デジタルにもアナログにも対応できる

ハイブリッド・マネージャー

講座紹介
働き方改革に加え、新型コロナウイルスの影響でニュー
ノーマルの働き方が加速しています。そこで求められるの
は、対面を基本とするアナログ的な働き方にも、テレワー
クに代表されるデジタル的な働き方にも柔軟に対応できる
「ハイブリッド・マネージャー」。本講座では、同マネー
ジャーに必要な知識や勘所を解説します。

所要時間：4～4.5時間講座カリキュラム
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ジャンル：マネジメント
仕事がスムーズに進む文章の

査読・指導法

講座紹介
仕事をスムーズに進めるには速く正しく伝わる文章を書く
必要があります。テレワークが広がる中で、そのスキルの
重要性は高まる一方です。5000人以上の文章を指導して
きた講師が、分かりにくい文章や誤解を生む文章とはどん
なものか、それをどう修正・指導したらよいかを伝授しま
す。

所要時間：3～4時間講座カリキュラム
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ジャンル：マネジメント

DX時代のプロマネ入門

講座紹介
DX時代に生き残れるプロジェクトマネジャーになるには、
従来とは異なるスキルが必要です。元日本通運のCIOであ
る講師が、米国でのプロマネ経験や修羅場プロジェクトの
運営経験を踏まえて、今後のプロマネに求められるスキル
を伝授します。

所要時間：3～4時間講座カリキュラム
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eラーニング 申し込みフロー

①申込み
依頼

②見積書
作成要件
の確認

③見積書、
注文書、
利用規約
送付

④注文書
返送

⑤受講
登録

⑥登録完
了の連絡

仮氏名で登録。
IDとパスワード
は弊社で指定

お客様

最大
5営業日

⑦受講の
ご案内

アクセス先URL、
ID/PW等をご
連絡

BPM BPM BPMシステム
会社

お客様 お客様

アクセス先URL、
ID/PW等を受
講者へ案内

受講人数、管理
者ID要否、開
始希望日の確認

利用を希望する
コース名の確認



◆お問い合わせ

株式会社日経BPマーケティング 法人営業第二部
E-mail: kenshu@nikkeibp.co.jp
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