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e ラーニングパッケージソフトウェアで学習コンテンツを選択できる「iStudy CHOICE」シリーズを発売 

 

 

IT 技術者のスキルアップのための e ラーニングおよび学習コンテンツを提供する 株式会社システム・テクノロ

ジー・アイ(本社 東京都中央区 代表取締役社長 松岡 秀紀)は、一枚の CD-ROM 学習ソフトウェアで、複数の

学習コンテンツの中から必要なものを選択してできる新しいライセンス形態、「iStudy CHOICE」シリーズの販売

を 5 月 27 日より開始いたします。 

利用者はパッケージを店頭などで購入した後に、購入時点での最新コンテンツを選択できるようになることで、

変化の多い IT 学習コンテンツへの、より早い対応が可能となります。 

 

IT ベンダーによる認定資格は、製品のバージョンアップや新しいテクノロジーのリリース等により、認定試験そ

のものも変更され、試験の実施期間や有効期間(旧製品対応資格など実質的には資格としての効力が低下するものも

含む)は、主要な IT ベンダー試験で平均 2 年程度、早いものでは 1 年以内に試験が終了と短いのが特徴です。 

一方、新しいテクノロジーに対応した資格を取得する際に個人が使用する書籍等の学習環境が整うには、通

常、新試験開始後 3～6 ヶ月を要するため、学習ツールの最新の技術へのスピーディな対応が求められておりま

す。 

 

今回システム･テクノロジー･アイが開発した「iStudy CHOICE シリーズ」は、学習者が必要スキルに対応したパ

ッケージを購入しインストールすると、その時点で利用可能な最新の学習コンテンツを選択して利用できます。 

従来の学習ソフトウェアパッケージは、各ベンダーの試験単位に、購入して利用する方式となっておりました

が、「iStudy CHOICE」では、ベンダー単位で購入すれば任意の学習コンテンツを選択できます。 

リテールチャネルを利用したパッケージ販売での新しいライセンスモデルである「iStudy CHOICE」は、変化の

激しい IT 環境で常に最新の学習コンテンツを提供できる画期的なライセンス形態です。 

「iStudy CHOICE」シリーズは、5 月 27 日より Cisco 製品のネットワーク技術認定の上位資格、CCNP(Cisco 

Certified Network Professional)に対応した「iStudy for Cisco CHOICE」から発売し、Microsoft .NET 開発者の

資格に対応した「iStudy for MCP MCSD for .Net CHOICE などに対象を拡大してまいります。 

 

 

iStudy シリーズとは 

IT 技術者のスキルアップのための学習ソフトウェア。IT 関係から語学、ヒューマンスキルまで 100 以上の学習コンテンツを、PC や

Web などの学習環境で提供しています。販売実績 245,000 ライセンス（2003 年 3 月末） 

 

＜製品名・価格・発売日＞ 

・iStudy for Cisco CHOICE    標準価格 ¥20,000-  2003 年 5 月 27 日 

・iStudy for MCP MCSD(.NET) CHOICE    標準価格 ¥18,000-  2003 年 6 月 4 日 

 



＜利用可能なコンテンツ＞ 

（iStudy for Cisco CHOICE  2003 年 5 月 27 日発売時） 

・iStudy for Cisco 640-901 BSCI 

・iStudy for Cisco 640-604 Switching 

・iStudy for Cisco 640-605 Remote Access 

・iStudy for Cisco 640-606 Support 

・iStudy for Cisco CCDA  （追加予定） 

 

＜利用可能なコンテンツ＞ 

（iStudy for MCP MCSD(.NET) CHOICE   2003 年 6 月 4 日発売時） 

・iStudy for MCP 70-305 Microsoft.NET による Web アプリケーション開発と展開（VB.NET） 

・iStudy for MCP 70-306 Microsoft.NET による Visual Basic プログラミング 

・iStudy for MCP 70-315 Microsoft.NET による Web アプリケーション開発と展開（C#.NET） 

・iStudy for MCP 70-316 Microsoft.NET による C#プログラミング 

・iStudy for MCP 70-300 Microsoft.NET ソリューション アーキテクチャ （追加予定） 

 

＜ライセンス形態＞ 

1 ユーザ PC1 台につき 1 ライセンス（1 パッケージで 1 コンテンツを選択） 

 

＜機能＞ 

・インストールすると、各試験のトライアル問題が利用可能 

・必要な学習コンテンツ(1 試験のみ)をダウンロード 

・通常・順次・特訓・模擬試験・アセスメントの 5 種類の模擬テストモード 

・各問題に対する解説を表示 

・過去の成績履歴の表示 

・模擬問題に関する質問サポート 

・模擬試験結果に基づいた診断サービス 

・インターネットでの FAQ ナレッジ検索 

 

＜目標販売本数＞ 

年間合計 1,000 本 

 

株式会社 システム・テクノロジー・アイについて 

IT 資格の学習ソフトウェア「iStudy シリーズ」の開発販売や Oracle・IBM の認定研修など、IT 技術者の教育

事業を中心に展開しています。また、Oracle 関連ツールの開発や Oracle チューニング、コンサルティング事

業も行っています。 

設立：1997 年 6 月 12 日 

資本金：3 億 1,213 万円 

従業員：39 名 (2002 年 12 月末現在) 

2002 年 12 月 13 日に東証マザーズ上場 

 

※ 本文中の商品名は、各社の商標または登録商標です。 

※ iStudy は、システム・テクノロジー・アイの登録商標です。 
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株式会社 システム･テクノロジー･アイ 

マーケティング部 広報グループ 

小林        Tel 03-5148-0400 

e-mail     reiko@systech-i.co.jp 

URL http://www.systech-i.co.jp/ 


