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日本 IT イノベーション協会主催「認定 SOHO 制度」継続研修における 

e ラーニング講座提供開始に関するお知らせ 

 

記 

 当社の子会社であるプロソフトトレーニングジャパン株式会社（以下、プロソフト）は、平成

19 年 12 月 1 日より、特定非営利活動法人 日本 IT イノベーション協会（以下、JITA）が提供

する「認定 SOHO 制度」継続研修における eラーニング講座に CIW ファンデーションを提供する

こととなりました。 

 JITA は、SOHO 事業者（実務経験のある個人、自営業者、フリーランス）の登録者（約 5万人）

と発注企業とのお仕事のマッチングをおこなう事業を手掛けております。その中で、SOHO 事業

者のビジネススキルの証明（SOHO ビジネススキル検定試験合格）、所在証明、事業証明を行う、

認定 SOHO 制度の提供を開始しました。この度、プロソフトは、認定 SOHO 事業者（認定 SOHO 制

度にて登録された事業者）が受講する必要のある継続研修の eラーニング講座に CIW ファンデー

ションを提供することとなりました。 

そこで、本日、eラーニング講座提供開始の概要などについて、別紙のとおりリリースしまし

たのでお知らせ致します。 

 

 なお、この販売が平成 20 年３月期の当社業績に与える影響は、軽微であります。 

以 上 
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    子会社プロソフトトレーニングジャパンが 

 認定 SOHO 制度にｅラーニング講座を提供 
受講対象者は IT イノベーション協会に登録する SOHO 事業者、約 5 万人  

 

株式会社ネプロジャパンの子会社であるプロソフトトレーニングジャパン株式会社（東京都中央区、

代表取締役社長：金井孟 Tel：03-3563-1501）（以下、プロソフト）は、2007 年 12 月 1 日より、特定非営

利活動法人 日本 IT イノベーション協会（以下、JITA）が提供する「認定 SOHO 制度」継続研修におけ

るeラーニング講座にインターネット技術者向け資格「CIWファンデーション」を提供することとなりました。

（※プロソフトは JITA が提供する会員システムの賛助会員 A に登録されています。） 

 JITA は、SOHO 事業者（実務経験のある個人、自営業者、フリーランス）の登録者（約 5 万人）と発注

企業とのお仕事のマッチングをおこなう事業を手掛けております。その中で、SOHO 事業者のビジネス

スキルの証明（SOHO ビジネススキル検定試験合格）、所在証明、事業証明を行う、認定 SOHO 制度

の提供を開始しました。 

認定 SOHO 制度は、キャリアプランとワークスタイル、ビジネスプロセスとビジネスマナー、SOHO の

会計実務と税務、ビジネス法務とコンプライアンス、情報セキュリティと自己責任の科目より構成されて

おり、認定 SOHO 事業者は認定取得初年度に継続研修として e ラーニングの受講が必須となっており

ます。この制度は、2007 年 4 月 1 日よりスタートし、現在約 300 人が取得し、継続研修の e ラーニング

講座がスタートするのを待機している状況です。 

 そのような状況下、e ラーニング講座の情報セキュリティ分野に、プロソフトが提供しているインターネ

ット技術者向け資格「CIW ファンデーション」を採用いただくこととなりました。 

 既に認定を取得している約 300 人が e ラーニング講座を受講すると共に、まだ認定を受けていない登

録者の需要が見込まれ、2008 年 12 月期には 1 万人の受講を目標としております。 

プロソフトはこれを機に、CIW の認知度向上をおこなうと共に、テスト受講者を増やす取り組みをおこ

なってまいります。 

 

■「認定 SOHO 制度」の概要 

個人、自営業者、フリーランス等が発注企業との間でスムーズに対等な取引関係を構築するた

めにビジネススキルの証明（SOHO ビジネススキル検定試験合格）、所在証明、事業証明を第三

者的に認定する制度。（http://sic-fan.net/system/soken.html） 

 

【認定までの流れ】 

①� SOHO ビジネススキル検定 

↓合格者 

②� 認定 SOHO-ID 登録（有効期限１年） 

③� 継続研修（初年度のみ） 

      ↓継続研修受講者 

④� 認定 SOHO-ID 更新 

 

 

 

 
 

 

【試験科目】 

1．キャリアプランとワークスタイル 

2．ビジネスプロセスとビジネスマナー 

3．SOHO の会計実務と税務 

4．ビジネス法務とコンプライアンス 

5．情報セキュリティと自己責任 

【継続講座科目】 

1．キャリアプランとワークスタイル 

2．ビジネスプロセスとビジネスマナー 

3．SOHO の会計実務と税務 

4．ビジネス法務とコンプライアンス 

5．情報セキュリティと自己責任 

プロソフトが提供する資格 

「CIW ファンデーション」 

①インターネット基礎 

②Web ページ制作基礎 

③ネットワーク基礎 

※①②③のどれか 1 つを受講 
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■CIW ファンデーションの学習概要 

CIW のカリキュラム体系は、インターネットの基礎を学習するファンデーションを起点として、

より専門的な知識を深めるという形になっています。 

 

【CIW ファンデーションのカリキュラム内容】 

 1．インターネット基礎 

（FTP ニュースグループ、オブジェクト、セキュリティ、eコマース等を学習） 

 2．Web ページ制作基礎 

（HTML、HTML の拡張、XHTML 等を学習） 

3．ネットワーク基礎 

（ネットワークプロトコル、インターネットサーバ、ネットワークセキュリティ等を学習） 

 

※世界標準の IT 資格「CIW」の特徴 

 ・経済産業省「IT スキル標準」に対応 

 ・世界 100 ヵ国以上の国と地域の方が取得しているグローバルな資格 

 ・特定のベンダに依存しない「ベンダーニュートラル」 

 ・職能別に分かれた「ジョブロール・ベース」 

 ・大手企業で社内研修の一貫として採用 

  ※CIW ファンデーションの資格取得者は初級シスアドと基本情報技術者の試験を受ける際、

地域限定で規制緩和する構造改革特区にあるプロソフト提携の講座を修了していれば、試

験科目の午前試験が免除されます。 

 

【認定 SOHO 事業者料金】 

  SOHO ビジネススキル検定受験料：8,400 円 

認定 SOHO-ID 登録：10,500 円 

継続研修受講料：18,900 円 

【プロソフトの eラーニング講座提供開始日】 

平成 19 年 12 月 1 日 

【申込み】 

  認定 SOHO-ID 認証ネットワーク協議会（SIC） WEB サイトにて 

URL：http://sic-fan.net/system/soken.html 

 

■今後の展開について 

 今後、プロソフトは認定 SOHO 制度の継続研修において、CIW ファンデーションのカリキュラ

ムの 1つを eラーニングで受講した受講者に対して、残りの 2つのカリキュラムを受講してもら

えるよう取り組み、CIW のテスト受講者を増やしてまいります。 

 

【プロソフトトレーニングジャパン株式会社の企業概要】URL：http://www.prosoft-j.com/ 

代表者：代表取締役社長 金井 孟 ／本社：東京都中央区京橋 1-11-8 
設立日：2001 年 1 月 ／資本金：1億 3,006 万円 

 プロソフトトレーニングジャパンは、世界に通用する IT 人材を育成するために、世界最高水準のコース

ウェアと教育カリキュラムの開発、及びそれに関連する資格の普及を行っています。これによって IT が社

会にもたらすパラダイムシフトに対し、高度 IT 人材育成に寄与しています。 

 

■この報道資料の問い合わせ先 

株式会社ネプロジャパン IR 課 中井 

TEL：０３－６８０３－３９７０ FAX：０３－６８０３－３９７１ 

E-mail：info@nepro.co.jp  URL：http://www.nepro.jp 


