
■主な取り扱い商品（国内主要教育会社100社、3000種類のｅラーニング・研修コース。各種コンピテンシー・能力診断システム開発コンサル、オンサイトトレーニングも可。）

人財能力診断システム・教育システム開発・コンサル
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インストラクショナルデザイン・研修効果測定セミナー

株式会社 ネクストエデュケーションシンク
〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13  5TSKビル401
Tel:03-5842-5148  　Fax:03-5842-5147　
http://www.nextet.net　Email:info@nextet.net
国内最大級の企業研修ポータル

「エデュケ 」40万PV 6000通配信

http://www.net-eduket.jp

人財開発・教育戦略メールマガジン

「NET通信」（週刊/会員制）

https://www.nextet.net/net_regist.html
経営・人事・人財開発・教育研修ご担当者向け

人財育成／採用診断／適材・適所配置診断／教育研修サービス
人財能力アセスメントシステム開発／企画・設計・コンサルテーション

インストラクショナルデザイン社の中原孝子氏を講師として、研修
効果測定も含めたインストラクショナルデザインに関する実践的
な各種セミナーをオンサイト/オープンコースで開催しております。
大手企業、人事、人財開発、教育ご担当者200社以上の実績。

http://www.nextet.net

私たちは「次の教育」をご提案します

Next Education Think

［総合カタログ］

Skill Check System Consulting /e-Learning Integration

▲ eラーニングマガジン（Webマガジン） ▲ ネクストパック e（NEC　LRB他採用） ▲ 経革広場（マイクロソフト社提携サイト）

▲エデュケ（企業研修総合ポータル） ▲ NETホームページ ▲ 「ITSS教育ガイド」DB検索サイト（SSUG）

Copyright(C)2001-2009 Next Education Think Inc. All rights Reserved.
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弊社提供の各種スキル診断は、組み合わせることで“人間力”の客観的な総合測定を国内で初め
て可能としました。さらに、人事情報システム、ERPやナレッジマネジメント・システムとの自動
連結も可能とします。 

　連結例：SAPジャパン提供　mySAP ERP Human Capital Management

企業人財の実務スキル診断、適性診断、コンピテンシー診断、組織診断、“ITSSレベルチェッカー（TM）”、
営業力診断、ヒューマンスキル診断、“重み付けテスト”など、精度の高い客観型テストコンテンツ
で定評のあるNETスキルチェック（R）シリーズ（汎用約100種／企業別カスタマイズ可能）を組み合
わせ、ビジネスで必要とする能力のすべての層を可視化・数値化することが可能です。（特許申請中）
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®
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■ パートナー企業様

インストラクショナルデザイン

イータイピング

株式会社イージスコンサルティング 

学習研究社

イーラーニング

エム・イー・エル

株式会社翔泳社

NECソフト

マイクロソフト株式会社

東芝OAコンサルタント

日本電気株式会社 コーチ21

NECラーニング

日経HR

ライフバランスマネジメント

IPイノベーションズ

コンパック

株式会社アークブレイン

デジタル・ナレッジ

SIMビジネスコンサルティング

マネジメントエンジン

株式会社アプライドナレッジ

ソフト・リサーチ・センター

日立インフォメーションアカデミー

PHP研究所

NTTレゾナント

パーソネル・ディシジョンズ・
インターナショナル・ジャパン日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社 

NTTアドバンステクノロジー

テクノブレーン

旺文社

富士通FOM

フォーワンファースト

グローバリンクス 株式会社花絹 リアル・イングリッシュ・ブロードバンド株式会社 

ダイジョブアメンド

イー・エル・エス・ジャパン・
ソリューションズ株式会社

クデイラ アンド アソシエイト株式会社 
株式会社ホエールズウェブ・ドット・コム 

ウィルソン・ラーニングワールドワイドダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社 ネットクエスト ステップ・ドット・コム・コミュニケーションズ株式会社 

システム・テクノロジー・アイ

マイクロメイツ

ビジネス・ブレークスルー

オムロンソフトウェア

プロシーズ

株式会社イーソルエンベックス

株式会社アイテック パンネーションズ コンサルティング グループ 

株式会社シェイク

KBマネジメント

イースクェア

ITワークス

株式会社プロフェッショナルアカデミーCSアカウンティング株式会社

グローバル・コミュニケーションズ

ライフステーション株式会社 デジタルハリウッド 日本貿易振興機構（ジェトロ）

株式会社MEマネジメントサービス

オイコス テンダ

株式会社マネジメントパートナー 日本データビジョン株式会社

G.F.Infinity Inc.

ヒューグリーン株式会社

ソフトブリッジソリューションズ
ジャパン株式会社

九州日本電気ソフトウェア

アーティス株式会社 NOC日本アウトソーシング株式会社



URL:http://www.nextet.net/pack02.html

企業研修教育アウトソーシングの決定版！

研修教育のアウトソーシングをしませんか？

□基本入力操作　

□Microsoft Office アプリケーション操作

標準契約期間1年間（6ヶ月以上）　制作期間約1ヶ月～　

■CD-ROM版＜操作マニュアル・管理者マニュアル含む＞

■Web版（イントラ版・インターネット版）

■ネクストパックe：標準パック

URL:http://www.nextet.net/testcenter/index.html

http://www.nextet.net/do/

～ITスキル標準対応の客観テスト型スキル診断ツール～

導入に時間と費用のかかる御社専用研修サイトを、最短1ヶ月、低コストにて
構築、実現いたします。500名～10数万名規模まで数十社の実績有。
人事部・研修部様とのコラボレーションで生まれる画期的研修ポータルサイト。

場所を選ばずWeb上で数千人の同時診断が可能。適性・適職、採用可否の示唆、
職種毎の向き不向きを%で表示、仕事へのモチベーション度合いやうつ傾向も
発見、早期対応が可能。従来のCD-ROM版（無制限版マスター）データとも、バー
ジョンアップにより、分析互換性を確保しています。他のNETスキルチェック®
と組み合わせて使用することで、これまでにない総合的・高度な人財能力診断・
分析が可能となります。
企業の採用診断、適材適所配置診断、組織分析、海外人財採用、人材派遣業・人材
ビジネス、人事コンサル、大学・専門学校など各方面で活用が可能です。

パソコン上でわずか7分、その場で瞬時に適性・適職が表示でき、公正で
的確な、性格・適性分析が可能な診断ツールです。協調性、積極性、社交性、
ストレス度、モチベーション度など、16のポイントを、ポジティブ／ネガ
ティブの2面から、わかりやすいレーダーチャートで表示して、一目で特
徴的な傾向を誰でも判断できます。700事業所への出荷実績があり、ハロー
ワークでも採用されている適性・適職検査システムです。これで貴社の
採用は安心です。 

「自己申告型ではなくて、自社の業務に合った実務能力・技術力を客観テスト型で測りたい」・「採用診断ツールを組み合わせて人選し
たい」・「自社のオリジナルなスキルテストを作成したい」・「コンピテンシーとスキルアセスメントを連携したい」・「導入済みの人事ツー
ル、LMS、ERPと連携して結果データを使いたい」・「企業組織診断を行いたい」・「IT系企業だが、ITSSに準拠して、自社社員のスキルレ
ベルを再確認したい」・「ASPでいつでもどこでも、手軽に診断したい」・「販売強化のため、自社商品知識、販売スキルのチェックを社員、
全国の販売店に一気に行いたい」「コンサル営業の力を可視化したい」など、これらのニーズに対応可能です。教育研修体系、スキル診
断、コンピテンシー診断を体系的に構築支援いたします。人財育成、人事制度との連携も可能です。カスタマイズも可能です。
多機能アセスメントシステム「NET－HCAS」　のイントラ活用でも多数の導入実績がございます。

■特徴
●短時間（10～40分程度）でスキルウエイトの総合的なバランス評価が可能 ●自
己のスキルチェック結果、診断が画面上で即座に確認できる(文章およびグラフ
表示）。●弱いカテゴリを一目で把握することができる。 ●さらに、国内初、かつ最
大規模（3000コース）の＜スキル-eラーニング自動マッチングシステム＞機能に
よって、各カテゴリで不足している知識を補うための推奨eラーニング講座・研修
が表示される●各分野の一流の専門家による出題・監修　等

〈NETスキルチェックシリーズ〉OfficeDoとは、パソコン操作スキルを簡単に正確に自動判定できるソフトです。これまでのスキルチェックは実際のパ
ソコンを使って行うことはできても、採点は手動で行わなければならず、手間と時間がかかる上に正確に行えないという欠点がありました。こうした
不便さを一気に解決してくれるのがOfficeDoVer.3です。OfficeDoを使用することで、正確なスキルチェックをわずか10分で行うことができるのです。

パソコンの基本的な入力スキルを、「総合キーボード入力」「テンキー入力」「英文入力」で診断します。測定時間は各２分間。その間に入力された文字数と正確性でスキ
ルレベルを診断します。また、問題文の変更はオプション機能にて変更可能です。

Officeアプリケーションの操作スキルを、各10分間の測定時間で診断します。操作結果は、MOUS模擬試験プロ
グラムと同等の自動採点機能※を採用し、〈OfficeDo〉が自動的に採点します。問題ごとの採点結果を表示するこ
とも可能です。（特許出願中）
標準パック：WORD/EXCEL/PowerPoint/Access　＜管理者機能あり＞

◆用途：人材派遣業採用・登録時基本操作スキル確認ツールとしての利用や、企業での採用試験、内定者、企業内人材育
成、大学等の就職必須スキル確認などの用途に対応し自動実施機能も備えたプロ仕様商品です。
　Office Doはマイクロソフト社サイトにても紹介されています。大手人材派遣業様の約6割に採用されています。

■インターネット・イントラネット上に御社専用の研修ポータルサイト・自己
啓発サイトを設け、eラーニングをはじめとする教育研修の情報提供・告知・
相談・申し込み窓口機能を提供します。
■教育ニーズに、このサイトがあれば即対応可能です。「受講したいときにい
つでも最適なコースが受講開始可能」。ベンダーニュートラルだから出来る
サービスでコース内容主導の教育機会を提供します。（100社、約3000種類
のeラーニング・研修コース（国内の主要コースを網羅）から採用講座を選択
可能です。）ASPなので運営はすべてアウトソーシング可能。研修ご担当者
様はご指示だけで大幅なコスト削減。集合研修も組み合わせできます。
■その他、御社の研修ニーズをお伺いした上で企画、構築しますので、自由度が高
く、御社の方針にマッチします。（イントラ型・専用教育システム開発も承ります）

■スキル診断、コンピテンシー診断との連動で、コースを自動マッチング案内
することも可能です。

※社員の自己啓発支援や研修ポータルとして、各社優良コースウェアの申し込みカタログをお客様毎にウェブ化、
　事務局代行も行います。

□研修サイト構築
・オリジナルサイト企画・コンサルティング・貴社向け講座選定・コース調達代行・研修サイト構築 

□ホスティング・サイト管理・運営・事務代行

▲ （例）NEC  LRB（ラーニングリソースベース）

▲ ネクストパックe

サーバーへの設定・操作マニュアル・管理者マニュアル含む
・年間使用料（ライセンス料）　別途お問い合わせ　・カスタマイズ承ります
・サーバー設定、管理画面設定、ロゴ挿入可：（NT、またはWindows2000、IIS、SQL Serverの設定要）

・標準価格：￥176,400（税込）　（CD-ROM１枚当たり）（買い取り）
（総合入力、テンキー入力、英文入力、EXCEL、WORD、PowerPoint、Access）
Office Do Ver.3 標準商品

ネクストパック e ITSSレベルチェッカーNETスキルチェック

Office Do （オフィスドゥ）Ver.3

※いずれも初級・上級の選択ができます。なお、Microsoft Office製品が正常にインストールされている必要があります。
　MS Office2000、XP（2002）、2003のすべてに対応。

サービス内容

・標準価格3,990円（税込）（1人1テスト実施）　Web申し込み
※NETスキルチェックシリーズ【プレミアム】は別シリーズとなり、価格は異なります。

■個人利用

・別途問い合わせ（カスタマイズやオリジナルテストの受託も承ります）
■法人利用

販売価格

販売価格

（汎用100種）ビジネス・IT系コンテンツ例

■個人向け
標準販売価格
達成度指標を含むオールセットパック  5,040円（税込）～

１職種 3,990円（税込）

マーケティング
セールス
コンサルタント
ITアーキテクト

プロジェクトマネジメント
ITスペシャリスト
アプリケーションスペシャリスト
ソフトウェアデベロップメント

・企業におけるITSSの導入での全社員のスキル診断
・販売スキル診断（セールス）による販売員のスキルアップ教育
・企業内人材育成（ITSS 対応の人事制度）
・企業採用試験
・ITサービス業
・内定者教育
・人事・教育分野
・就職・転職事業者利用
・人材派遣（IT系人材のレベル診断と教育利用）
・IT技術者をかかえる一般企業
・各種教育・研修サービス提供機関
・eラーニングコースの補助テストとして
・集合研修の事前テスト・事後テスト、研修効果測定として
・大学・専門学校の就職適性模擬試験　など

カスタマーサービス
ITサービスマネジメント
エデュケーション

ITSSレベルチェッカーシリーズ（全11職種）［ITスキル標準対応］

用途

■法人向け

「NET-SCMS 」（NETスキルチェックマネジメントシステム）は、
実施したスキル診断結果の組織全体傾向、部門別成績、個人別成
績などを一元管理して、次なる人材戦略の指針や人材育成に役
立てることのできるオンラインスキル管理システムです。自社
平均／部門平均／個人別成績ランキング／検索機能、グラフ化
など、さまざまな機能を活用して、履歴管理・診断結果分析が可
能です。CSVへのエクスポートも可能。（特許申請中）

NETパーフェクトトレーナー　は、2009年春から実勢される情報処
理技術者試験に準拠した最新のWebトレーニング学習教材です。
コンテンツは、本国家試験分野で10年以上数十冊の教材出版実績
を持つ芦屋広太氏が監修し、業界トップレベルの著者陣が新規に
開発したものです。インターネット上で、会社、学校、自宅から、毎
日30分などで問題に解答し、即座に採点され、自身の弱点の学習
領域を自動で可視化し効率的に補強することができます。合格は
もとより、ITSSでのスキルにも整合して、ITSS、UISS、ETSSでの
企業人材育成にも本格的に対応した教材。「ITパスポート試験」「基
本情報技術者試験」「応用情報技術者試験」等順次リリース。ITSS
レベルチェッカーと組み合わせて、資格取得によるモチベーション
アップも相まって効果的に人材育成可能となりました。

■標準ASPサービス：標準販売価格 月額￥52,500（税込） 年額￥315,000（税込）

試験終了後2Wまで■標準販売価格 ￥12，600～（税込）／１人 企業向け管理画面￥100,000～（半期）

バウチャーチケットあり（1年間有効、コース自由選択可能）
ボリュームディスカウントあり（人数によって別途お見積もり）
企業診断、報告書作成/採用テスト事業部間や全国平均との比較
などのオプション有。

販売価格

・ビジネス基礎（マナー、基本スキル）
・言語・計数・論理テスト
・社会人基礎・ビジネスマナー
・PC基礎（Excel、Word、PPT等）
・コミュニケーション
・ネゴシエーション
・リーダーシップ
・人間力診断
・適性／常識力
・経理・財務スキル
・コンピテンシー
・業種知識（流通業編/製造業編/
　　　　　金融業編/公共編）
・コンプライアンス
・IT基礎（一般）（ITSS対応）
・分野別IT基礎（総合編）
・分野別IT基礎（eビジネス編）
・分野別IT基礎（ネットワーク基礎編）

・分野別IT基礎（Web編）
・分野別IT基礎（インターネットインフラ編）
・分野別IT基礎（インターネットサービス編）
・分野別IT基礎（システム開発編）
・分野別IT基礎（セキュリティ編）
・分野別IT基礎（データベース編）
・分野別IT基礎（OS編／Linux,Windows）
・分野別IT基礎（小規模ネットワーク編）
・分野別IT基礎（大規模ネットワーク編）
・IT基礎（技術者向け）
・実践プログラミングスキル
・Web言語スキル
・社会人基礎力診断
・芦屋広太の個人情報保護/コンプライアンス診断
・C・S・C（コンサルティング・セールス・チェッカー）
・ソリューション営業スキルチェッカー
・技術士第１次試験スキルチェック
・ETSSレベルチェッカー
・ETEC模擬テスト ※

[「エデュケ®」オンラインテストセンターにて実施]

＜ビジネス・IT系各種業務別、業種別テスト100種類以上＞　以下続けてリリース

（TM）

ITSSレベルチェッカーとは（300社、15万人の実績）
経済産業省が策定した「ITスキル標準V3 2008」のキャリアフレームワークに合わ
せて、実務能力、知識・スキルを客観的に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、オンライン型診断ツールです。
ITSSレベルチェッカーは、Web上で短時間（約90分）で診断、スキルの可視化をする
ことができます。スキルの棚卸し後は、ITSSの制度導入や、研修体系作りの支援、人
材育成・評価システムの開発も承ります。

（TM）

（TM）

（TM）
3,000種類のeラーニング企業研修
オリジナルサイト構築サービス

国内で初めての体系的、総合的な実務スキル診断ツール。
シリーズ全体で300社、1,000,000ライセンス超の利用実績。

パソコン操作スキル
自動判定ツール

（特許申請中）

（特許申請中）

（ITSSユーザー協会「ITスキル標準」対応スキル診断ツールガイドライン準拠）

※上記テストを職種ごとにお申込みいただくほかに、受験者が11職種から自由に受験テストを選択可能
な「ITSSレベルチェッカー オールセットパック」もご用意しております。オールセットパックではスキ
ル熟達度レベルの測定に加えて、ITSSレベルパネラー：達成度指標も合わせて一度で受診いただけます。
また、コンピテンシー診断との統合版や、企業ごとのカスタマイズも承ります。

NET-SCMS （NETスキルチェックマネジメントシステム）（TM）

（TM）

（TM）

eラーニング事業化支援、導入コンサルも承ります。
スキル診断・コンピテンシー診断を組み合わせて、教育コースとの自動マッチングも可能。

ASK Ver 3.0 
わずか7分で人財の本質を見極める適性診断ツール

NET＊ASK Ver 3.0N 
最新インターネット版ASK　多機能・ハイブリッドで登場

NETパーフェクトトレーナー 芦屋広太監修・著

ITSSによる人材育成と整合した最新の情報処理技術者試験Web学習教材

面接で失敗した経験を
お持ちの経営者の皆様へ

新時代のWeb
適性・適職分析

価格 人数無制限・スタンドアロンタイプ 【CD-ROM版】
1,008,000円（税込）など（導入インストラクション、マニュアル含む） 

人数制限版や全国規模で一斉に診断できるインターネット版「NET＊ASK Ver 3.0N」を
ご利用の際には、データ分析マスター機として活用できます。

（※［開発］アクセスポイント）

※能力診断システム開発・教育システム開発・コンサルも承ります。

NETはSkill Check SystemのProfessional Companyを目指します。

（特許申請中）

®

［採用診断に最適］

（TM）

（TM）

（TM）

Copyright(C)2001-2009 Next Education Think Inc. All rights Reserved.（禁無断転載）

eラーニング　国内最大
2000コース取り扱い

コースを自由に選べ、ご利用されただけの課金です！！
企業研修ポータルに最適。中堅・大手企業に採用実績多数。

採用企業多数有。
注目の新ツール。

実績、事例多数の
定番システム

国内初の体系的、総合的な
実務能力、コンピテンシー
診断シリーズ

累計100万ライセンス超
の実績


