
上
級

中
級

初
級

IT ガバナンスによる
資源及びリスクの

最適化
(Based on COBIT®5)

2日間 120,000円

IT ガバナンス IT サービスマネジメント サービスマネジメント デジタルトランス
フォーメーション (DX)

SIAM™
プロフェッショナル

3日間 198,000円

SIAM™
ファンデーション

2日間 120,000円

VeriSM™
リーダー

2021年リリース予定

3日間 198,000円

VeriSM™
プロフェッショナル

3日間 198,000円

VeriSM™
ファンデーション

2日間 120,000円

マルチプロバイダの
コラボレーション

組織全体にわたる
DXのガバナンス

ITIL® 2011 (ITIL® V3) ITIL® 4 SIAM™ VeriSM™

ITIL® キャップストーン
MALC

(ライフサイクル全体の管理) 

3日間 280,000円

ITIL® インターミディエイト
SOA

( サービス提供と合意 )

3日間 280,000円

ITIL® インターミディエイト
PPO

( 計画立案、
保護および最適化 ) 

3日間 280,000円

ITIL® インターミディエイト
RCV

( リリース、コントロール
  および妥当性確認 )

3日間 280,000円

ITIL® インターミディエイト
OSA

( 運用サポート
および分析 )

3日間 280,000円

ITIL®
ファンデーション
（ITIL® 2011 対応）
一社研修のみ

2日間 98,000円

ITIL® 4
ファンデーション
（ITIL® 4 対応）

2日間 120,000円

アジャイルスクラム
ファンデーション

2日間 120,000円

アジャイル

DevOps
プロフェッショナル

2日間 120,000円

DevOps
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東京グロースセンタ＠DIG2 ネクスト株式会社 
〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-11 アシストビル 4 階 

［四ツ谷駅］より徒歩 8 分　［四谷三丁目駅］より徒歩 5 分
servicedesk@eplugone.com

DIG2 ネクスト株式会社は
『APAC CIO outlook の Top 10 ITSM Consulting /Service Companies - 2020』
Company of the Year 2020 にに選ばれました

https://www.eplugone.com/courses/詳細とお申込み

講習マップ

IT ガバナンス

ITIL®4 マネージングプ
ロフェッショナル

（MP）資格移行コース

4日間 280,000円

ビジネスアナリシス
ファンデーション

2021年リリース予定

3日間 198,000円
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講習詳細とお申込み http://eplugone/courses/itil4/

ITIL® 4  ITIL®認定講座

学習の成果

ITIL®4
講習日数と受講料

研修日数

価格

【オンライン研修】ITIL® 4 マネージングプロフェッショナル（MP）資格移行コース（30PDU）（試験付き）

【オンライン研修 】ITIL® 4ファンデーション（ITIL® 4対応）（14PDU）（試験付き）

ITIL® 4 の中核的な知識を習得
ITIL® 4 ファンデーション資格取得

2日間

120,000 円 ( 税抜、受講者お一人の料金 )
・コース受講料と、ITIL® 4 ファンデーション認定試験の受験料を含みます。
・再試験は何度でも受験できます（受講後 1年以内は追加の受験料はいただきません）

ITIL® 4 マネージングプロフェッショナル認定資格取得

eラーニングによる事前学習 6時間 +4日間

280,000 円 ( 税抜、受講者お一人の料金 )
・コース受講料と、ITIL® 4 マネージングプロフェッショナル移行認定試験の受験料を含みます。
・再試験は受講後 1年以内に受験した場合に 1回のみ無償となります。
    2 回目以降の再試験は受験料として 45,000 円 ( 税抜 ) をいただきます。

学習の成果

研修日数

価格



DX
講習日数と受講料
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DIG2 ネクスト株式会社　〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-11 アシストビル 4階     電子メール : servicedesk@eplugone.comお問い合わせ

講習詳細とお申込み http://eplugone/courses/dx/

DX デジタルトランスフォーメーション

学習の成果

研修日数

価格

【オンライン研修 】EXIN BCS認定 SIAM™（Service Integration and Management）ファンデーション（18PDU）

【オンライン研修 】デジタルトランスフォーメーション（DX）のためのビジネスアナリシス（18PDU）
～EXIN BCS BAファンデーション認定～

ビジネスアナリシスの基礎知識を習得
EXIN BCS 認定 BA ファンデーション資格の取得

eラーニングによる事前学習 3時間 +2日間

120,000 円 ( 税抜、受講者お一人の料金 )
・コース受講料と、EXIN BCS 認定 BA ファンデーション試験の受験料を含みます。
・再受験の費用は 26,000 円 ( 税抜 ) です。

SIAM™ の Body Of Knowledge(BOK/ 知識体系 ) の理解
EXIN BCS 認定 SIAM™ ファンデーション資格の取得

2日間

120,000 円 ( 税抜、受講者お一人の料金 )
・コース受講料と、EXIN BCS SIAM™ファンデーション認定試験の受験料を含みます。
・オンライン試験の再受験の費用は 26,000 円 ( 税抜 ) です。

学習の成果

研修日数

価格

【オンライン研修】EXIN BCS認定SIAM™（Service Integration and Management）プロフェッショナル（21PDU）

EXIN BCS 認定 SIAM™プロフェッショナル認定資格取得

3日間

198,000 円 ( 税抜、受講者お一人の料金 )
・コース受講料と、EXIN BCS SIAM™プロフェッショナル認定試験の受験料を含みます。
・再受験の費用は 30,000 円 ( 税抜 ) です。

学習の成果

研修日数

価格



DX
講習日数と受講料
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講習詳細とお申込み http://eplugone/courses/dx/

DX デジタルトランスフォーメーション

学習の成果

研修日数

価格

【オンライン研修 】デジタルトランスフォーメーション（DX）実践（21PDU）
～EXIN VeriSM™プロフェッショナル認定～

【オンライン研修 】デジタルトランスフォーメーション（DX）実践（21PDU）
～EXIN VeriSM™プロフェッショナル認定～

【オンライン研修 】デジタルトランスフォーメーション（DX）基礎 （14PDU）
～EXIN VeriSM™ファンデーション認定～

VeriSM™ファンデーション認定資格取得

2日間

120,000 円 ( 税抜、受講者お一人の料金 )
・コース受講料と VeriSM™ ファンデーション試験の受験料を含みます。
・オンライン試験の再受験の費用は 26,000 円 ( 税抜 ) です。

VeriSM™プロフェッショナル認定資格取得

3日間

198,000 円 ( 税抜、受講者お一人の料金 )
・コース受講料と、VeriSM™プロフェッショナル認定試験 ( オンライン ) の受験料を含みます。
・再受験の費用は 30,000 円 ( 税抜 ) です。

学習の成果

研修日数

価格

【オンライン研修】EXIN認定 アジャイルスクラムファンデーション（14PDU）

スクラムガイドを理解し使うことができる
EXIN 認定 アジャイルスクラムファンデーション資格の取得

2日間

120,000 円 ( 税抜、受講者お一人の料金 )
・コース受講料と、EXIN アジャイルスクラムファンデーション認定試験の受験料を含みます。
・受講後 1年以内、再受験 1回分が無料です。 2 回目以降の再受験費用は 26,000 円 ( 税抜 ) です。

学習の成果

研修日数

価格



DX
講習日数と受講料
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DX デジタルトランスフォーメーション

学習の成果

研修日数

価格

ITガバナンスによる資源及びリスクの最適化(Based on COBIT®5)

【オンライン研修】EXIN認定 DevOpsプロフェッショナル（14PDU）

DevOps プロフェッショナル認定資格取得

2日間

120,000 円 ( 税抜、受講者お一人の料金 )
・コース受講料と、EXIN DevOps プロフェッショナル認定試験の受験料を含みます。
・再受験の費用は 26,000 円 ( 税抜 ) です。

IT ガバナンスとマネジメントの違いを理解し、IT ガバナンスによる資源とリスクの最適化の実践方法を学ぶ
ことができる

2日間

120,000 円 ( 税抜、受講者お一人の料金 )

学習の成果

研修日数

価格
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DIG2 ネクスト株式会社　〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-11 アシストビル 4階     電子メール : servicedesk@eplugone.comお問い合わせ

講習詳細とお申込み http://eplugone/courses/itil3/

ITIL® 2011 (ITIL® V3)  ITIL®認定講座

学習の成果

ITIL®2011 (ITIL® V3)
講習日数と受講料

研修日数

価格

【オンライン研修】ITIL® エキスパート認定資格取得日程選べる5講座パック（150PDU）（試験付き）

【オンライン研修】ITIL® インターミディエイトSOA（サービス提供と合意）（30PDU）（試験付き）

各研修の ITIL® 認定資格取得
（ITIL® インターミディエイト SOA認定資格 , PPO 認定資格 , RCV 認定資格 , OSA 認定資格 , MALC 認定資格 )

各研修につき eラーニングによる事前学習 10 時間 +3日間

各研修 　280,000 円 ( 税抜、受講者お一人の料金 )
・コース受講料と、各コースに対応した試験の受験料を含みます。
・再試験は、受講後 1年以内は何度受験しても追加の受験料はいただきません。

【オンライン研修】ITIL® インターミディエイトPPO（計画立案、保護および最適化）（30PDU）（試験付き）

【オンライン研修】ITIL® インターミディエイトRCV（リリース、コントロールおよび妥当性確認）（30PDU）（試験付き）

【オンライン研修】ITIL® インターミディエイトOSA（運用サポートおよび分析）（30PDU）（試験付き）

【オンライン研修】ITIL® キャップストーンMALC（ライフサイクル全体の管理）（30PDU）（試験付き）

ITIL® エキスパート認定資格取得
（ITIL® インターミディエイト SOA認定資格 , PPO 認定資格 , RCV 認定資格 , OSA 認定資格 , MALC 認定資格 ,
エキスパート認定資格 : 計 6 認定資格取得 )

e ラーニングによる事前学習 50 時間 +15 日間（eラーニングによる事前学習：10 時間×5コース +3日間
×5コース） [6 ヶ月以内で 5コース受講完了 ]

各研修 　980,000 円 ( 税抜、受講者お一人の料金 )
・5コースを個別に受講すると 140 万円（税抜き）ですが、本パックだと 98 万円（税抜き）で 30％のコス
ト節約となります。さらに iPad(iPad もしくは iPad mini) も付いてきます。
・各コース受講料と、各コースに対応した試験の受験料を含みます。
・再試験は、受講後 1年以内は何度受験しても追加の受験料はいただきません。

学習の成果

研修日数

価格


