
IT、自動車、電子・機械、建築などさまざまな産業に携わる情報を提供する技術系デジタルメディア
「日経 xTECH(クロステック)」。日経 xTECHがエンジニアとビジネスリーダーに向けて、実務に役立つ専
門知識やノウハウを提供する人材育成サービスが「日経 xTECH ラーニング」です。

・エンジニア、技術系社員向けに実践的な内容の研修を探している

・現場経験が豊富な講師の研修を探している

・演習やディスカッションが充実した研修を探している

・他社・異業種人材との交流を通じ、気づきや成長を促したい

◆「日経 xTECH ラーニング」とは

★日経ｘTECH ラーニングではこれらのお悩みを解決いたします

①オープン講座

・受講回数券詳細

セミナー開催会場へ研修受講者を派遣いただく方法です。現場ですぐに活
かせる講義内容には定評があります。幅広い業界・企業から派遣された受
講者とのディスカッションやワークを通じて、新たな気づきや刺激を得る
機会をご提供いたします。申込人数によって法人割引を適用します。
費用：39,800円/人～（税込）、受講回数券：500,000円（税込）～

②企業内研修

詳細はこちら

企業内での集合研修におすすめのプランです。オープン講座で大人気の講
師を貴社に派遣します。25人以上であえば、料金はオープン講座よりお得
に。また、研修内容を貴社向けにカスタマイズすることで、より実践的な
研修が可能です。
費用：800,000円（税別）/回～ ※カスタマイズは別途費用が掛かります。

③ eラーニング

詳細はこちら

日経 xTECHラーニングで大好評の「“伝わる”ビジネス文書作成の基礎」「IT
営業のためのトップアプローチ講座」をeラーニング教材としてご提供。理
解度テスト・管理者機能で受講者の理解度を把握できます。導入コストを
抑えたい、大人数への研修提供をご検討中の企業におすすめのサービスで
す。
費用：初回50,000円+8,000円/人～※法人様：10名より。金額は税別

④ Web講座

詳細はこちら

エンジニアの仕事に役立つ知識やノウハウを学べるWeb学習講座です。シス
テム開発、ネットワーク、AWSなどの「IT講座」と、データ分析、ビジネス
スキルなどエンジニアに共通して役立つ「基礎スキル講座」がWebで読み放
題の新サービスです。個人学習の支援としておすすめです。
費用：月額2,500円/人～ ※通常税別価格

★日経ｘTECH ラーニングがご提供する“4つのアプローチ”

オープン講座オブザーブ受付中！詳細はこちら 1



2019年度講座
受講回数券のご案内

・受講回数券なら最大15％お得に受講いただけます。

・自社だけでなくグループ企業でもご利用可能です。

・人気セミナーも安心。優先予約枠をご用意。

・事前一括購入なので受講後の経費精算処理も楽になります。

A
コース

B
コース

C
コース

200万円 235万円分の受講権利（15％OFF）

100万円 115万円分の受講権利（13％OFF）

50万円 55万円分の受講権利（10％OFF）

ご利用にあたっての
注意事項

・受講回数券の利用期間は購入時期に関わらず2020年3月31日まで。
未利用分の払い戻しはいたしません。

・他の割引きサービスとは併用できません。
・「最大15％割引」は正規料金からの割引率でAコースの場合です。
・講座に参加できるのは、ご購入いただいた企業および資本関係のある
グループ企業に限ります。

・資本関係のあるグループ企業の従業員が利用する場合は購入時
に対象企業を申請いただきます。

・優先予約枠は開催2週間前まで。席に限りがありますので必ず予約で
きるとは限りません。

お申込み・お問い合わせはこちら

2019年度開催オープン講座一覧
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日経 xTECH ラーニング
企業内研修のご案内

日経ｘTECH ラーニングの人気講座を、自社の管理職研修や新人研修に採り入れたい―。

こうしたご要望にお応えして、貴社専用に出張開催します。25名以上の受講であれば、通常のオープン

講座に参加するよりも「お得」です。開催講座一覧にある研修だけでなく、社内研修に適した企業内研

修サービス限定のメニューもご用意。ぜひ、貴社の人材育成にご活用ください。

企業内研修5つの特徴

新入社員/若手研修に
「伝わる文章の書き方」「一目で伝わる図解の技術」「プレゼン＆説明力基礎」

技術系研修に
◎提案依頼書作成/要件定義・・・「RFPの作り方」「手戻りなしの要件定義テクニック」

◎開発プロセス・・・「本当に使える開発プロセス」「アジャイル導入実践」

◎アーキテクト養成・・・「ITアーキテクト養成講座」

◎プロジェクトマネジメント・・・「ベンダーマネジメント実践講座」
「ステークホルダーマネジメント実践講座」

ヒューマンスキル研修に
「伝わる文章の査読・精読スキル」

基本パッケージ
800,000円（税別）～
※参加人数によって料金が決まります。また、基本パッケージの最低料金は講座によって異なります。
※基本パッケージの最低料金（80万円～・税別）で参加できる人数の目安は25人です。講座によって異なる
のでご注意ください。
※会場・設備費は含まれていません（貴社ご指定場所で実施します）。
※当日利用する教材費は含まれています。

カスタマイズ料金 300,000円（税別）～
※カスタマイズする内容によって料金が変わります。

「プロ中のプロ」による講義を、そのまま貴社にお届け！

25人以上なら、オープン講座よりもお得！

場所さえご用意いただければ、当日の準備・運営もお任せ！

新人/若手向け、技術者向け、管理職向け。目的に応じた講座を選べる！

貴社向けのカスタマイズも可能！（別途料金が必要です）

講座メニュー
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“通じる”文章力養成講座

仕様書や設計書などの文書を作成する機会の多いエンジニアの方は、読んだ相手が理
解でき、次のアクションを起こす「通じる文章」を書く力を身につける必要がありま
す。本セミナーでは、通じる文章を書くための五つのテクニックを紹介します。さら
にテクニックを生かしつつ、相手の心を動かすビジネス文書の作成方法を解説します。

本当に使える見積もり技術

日立製作所の初田賢司氏が、これまでの豊富な経験から得たノウハウを基に、「見積
もりとは何か」「どうしたら精度高く見積もることができるのか」を体系的に解説し
ます。見積もり技術を「プロジェクトを成功に導く」という観点からとらえ、規模、
工数、期間、コスト、価格をどのように算出するかを明らかにします。

企業内研修の受講で「日経 ｘTECH」のコンテンツが読み放題

「xTECH ラーニング法人パック」登場！

日経ｘTECH ラーニングの企業内研修では、以下の6つの講座をお申込みいただくと、日経ｘTECHのWEB

講座や有料記事が読み放題の会員ID（通常価格：月額2,500円/人・受講人数分×6か月間分）をセットで

ご提供いたします。研修の復習や自己学習のツールとしてご活用いただければ、社内研修での効果を一

層高めることが期待できる、大変お得なプランです。

伝わる文章の査読・指導スキル養成講座

技術者にとっての文章の善し悪しは、「正しく素早く相手に伝わるかどうか」です。
本講座では「伝わる文章」を書くためのスキル。書かせるための査読・指導スキル
を養成します。様々な例文を用いながら、実践的に伝わる文章のスキルを高めてい
きます。チームメンバーのスキルが高まれば、仕事の生産性も大幅に高まります。

【講師】
豊田 倫子氏

コンピュータハウスザ・ミクロ東京

【講師】
清水 久三子氏

AND CREATE代表取締役

【講師】
初田 賢司氏

日立製作所
システム＆サービスビジネス統轄本部

プリンシパル

【コラム】
「伝わる文章の書き方教室」
⇒初回記事を閲覧する

【WEB講座】
「エンジニアのための文章講座」
⇒初回記事を閲覧する

【WEB講座】
「本当に使える見積もり技術[技法と・準備]」
⇒初回記事を閲覧する
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手戻りなしの要件定義テクニック

手戻りを起こさない要件定義の基本と実践テクニックを徹底解説します。ますます
難しくなっている「要件定義の役割」を解説した上で。その効率的な方法を紹介し
ます。問題分析など、要件定義の重要な場面については、演習を交えて、より実践
的なテクニックを身につけます。

間違いだらけの設計レビュー

システム構築の生産性や品質を高めるには、仕様書や設計書といったドキュメント
をしっかりとレビューすることが不可欠です。本セミナーでは、現場で多く見られ
る間違ったレビューの典型例を示し、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を演習を交えながら解説します。

顧客に“刺さる”提案書の作り方

RFP（提案依頼書）にも書かれていない相手の真のニーズをつかみ、相手に“刺さる”
提案をまとめるには、定石ともいえるセオリーがあります。 本講座では、このセ
オリーに基づいた提案の手法を1日で紹介します。講義だけでなく、個人・グループ
による演習を通じて、業務にすぐに生かせるスキルを習得します。

【WEB講座】
「手戻りなしの要件定義[業務の分析・設計]」
⇒初回記事を閲覧する

【WEB講座】
「間違いだらけのドキュメントレビュー」
⇒初回記事を閲覧する

【WEB講座】
「久美子先生と学ぶシステム提案メソッド」
⇒初回記事を閲覧する

【講師】
水田 哲郎 氏

日立コンサルティング
グローバルビジネス・ビジネスコンサルティング事業部

事業部長

【講師】
森崎 修司 氏

名古屋大学大学院情報学研究科
准教授

【講師】
式町 久美子 氏

日本プロポーザルマネジメント協会
代表理事

全WEB講座の第一回を無料開放中

お申込み・お問い合わせはこちら 5
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日経 xTECH ラーニング
eラーニングサービスのご案内

受講者の皆さまから高い評価をいただいている「日経 xTECH ラーニング」。その大人気の講座の中から

「“伝わる”ビジネス文書作成の基礎」と「IT営業のためのトップアプローチ講座」の2つをeラーニング教

材としてご提供いたします。

ビジネスの現場では、文章で要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。
知識を定着させるための、20問のテスト問題も用意しています。

【目次】 ビジネス文書とは 技術文書/文書作成の流れ ビジネス文書の基本
係り受けや助詞、文末表現 正確な言葉と表現 ビジネス表現
文書の構成/5W2H 社内/社外文書、議事録 ビジネスメールの基本
ビジネスメールのマナー 書き方のポイント

【講師】 豊田倫子氏（コンピュータハウス・ザ・ミクロ東京）

【料金】 （法人様10名より）
初期設定費用 50,000円（税別）
コンテンツ利用料 お一人 8,000円（税別）※書籍付きの場合 プラス1,800円（税別）

“伝わる”ビジネス文書作成の基礎

IT営業の成功のカギは、最終決裁者の課題を聞き出し、その解決策を提示すること。
自ら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、
自らのノウハウを伝授。成功率を高めるために必要な考え方やスキルを解説します。

【目次】 現在の市場環境～新規開拓になぜトップアプローチが不可欠なのか～
アプローチ先と必要スキル
受注を得るための活動 経営層との面談のポイント
経営層と話すための財務諸表の見方
態勢を整える 目的の共有 提案と交渉

【講師】 川嶋謙氏（アスクラボ代表取締役）

【料金】 （法人様10名より）
初期設定費用 50,000円（税別）
コンテンツ利用料 お一人 8,000円（税別）

IT営業のためのトップアプローチ講座
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日経 xTECH ラーニング
Web講座のご案内

日経 xTECH ラーニングは、エンジニアのための学習サイトです。仕事に役立つ知識やノウハウを学べる
講座を、多数そろえています。
対象とする技術ジャンルは大きく3つ。「IT」「エレキ・製造・自動車」「建築・土木」です。さらに、
どのジャンルのエンジニアにも共通して役立つ「基礎スキル」講座も用意します。 2019年4月にはこのう
ち、ITと基礎スキルの講座を開講しました。現在も続々と新しい講座がアップロード予定です。

ご利用料金

月額 2,500円/人 読者特価※⇒月額 1,250円/人

※【読者特価は以下の雑誌を定期購読中の方が対象です】日経コンピュータ、日経SYSTEMS,
日経NETWORK、日経エレクトロニクス、日経ものづくり、日経Automotive、日経アーキテク
チュア、日経コンストラクション、日経ホームビルダー
※表示金額は通常・読者特価とも税込みでのお値段です。

講座内容の詳細は公
式ホームページへ

IT講座

基礎
スキル

企業内研修とあわせ
てお得な法人パック

お申込み・お問い合わせはこちら
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