
2023年度

証券外務員
内定者パック
・会員証券外務員二種

・会員証券外務員一種

・会員証券外務員二種・一種セット

・特別会員証券外務員二種

・特別会員証券外務員一種

・特別会員証券外務員二種・一種セット

アーティス株式会社
株式会社アーティスソリューションズ



内定者様向けオリジナルパッケージ

アーティスのオリジナル教材

◼ 金融初心者の方もスムーズに学習が進められるよう、様々なコンテンツをご用意。

◼ スマホ・タブレットにも対応。パソコンがない方でも、十分に学習いただけます。

3つのカリキュラムで確実に知識を定着

会員

【計算ドリル】

or

【Web教材】 【要点ハンドブックまたは問題集】

特別会員

or

【Web教材】 【テキストまたは問題集】

STEP1

科目別学習と解答力の養成 実力判断と弱点の補強 本試験対応力の最終チェック

・Web版学習テキスト
・理解度チェックテスト

・習熟レベルチェックテスト ・模擬試験

過去の試験問題を徹底的に分析し、

要点を丁寧に解説したWeb版学習テキ

ストと過去の頻出問題の分析に基づき

作成した問題で理解度レベルを確認。

本試験と同じ形式のテストを受験する

ことで現時点の実力レベルを測定。

苦手問題・課題の再学習を行い、弱点

を克服。

本番受験直前に、本試験対応力を測定。

STEP2 STEP3

ポイントと効果

① 間違えた問題と同等の知識・解答力で対応できる問
題を分野を超えて出題。類似問題への幅広い対応力
が身につきます。

⇒ 試験全体に対する得点力を向上

② 間違えた問題をもとに、知識・スキル（ex.法制度、
暗記力、論理力、計算力等）の分類から適切な問題
を出題。弱点克服に繋がります。

⇒ 苦手問題に対する解答力をピンポイントに向上

■ 学習フロー

ロボ再学習機能で弱点を効率的に克服

受講状況自動集計・分析・送信サービス（ALPART機能）

習熟レベル
チェック
テストを受験

間違えた問題に対し
ロボが出題した問題
（3問）を学習
（ロボ再学習）

基準点未満
の場合

◼ 管理者が行っていた、各受講者の学習進捗状況の

集計・分析と受講者へのフォローを自動化します。

◼ 詳細はP.3をご参照ください。

ALPART機能ご利用の法人様からは「受講率が

格段にアップした」「習熟度・合格率が大幅

に上がった」等、ご好評をいただいています。

ご利用社数 132社

ご利用人数 8,055名

【主な業種別社数】

業種 社数

都市銀行 2

地方銀行 43

第二地方銀行 17

信用金庫 29

証券会社 30

ご担当者様の声

• しっかりやっている人は合格できており、
管理者向け機能も非常に便利です。

• 内定者からは、「問題数が多く、様々な機能
があるので自分に合わせた勉強ができる」
との声がありました。

• CCS機能（P.6ご参照）の活用で、内定者と
の連絡が取りやすかったです。

• APRE機能（P.6ご参照）で受験状況の
可視化ができました。

【ご参考】

当社外務員教材受講者の合格率

88.5％（2022年度当社集計）

オリジナル教材と機能で効率的な学習が可能。
当社独自の管理者機能で合格率UPを実現します。

2022年度ご利用実績
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教 材 名 概 要 内 容

ガイダンスビデオ

総時間：会員 約100分

特別会員 約80分

（目次から見たい箇所を閲覧可）

・外務員資格試験に効率よく合格するためのポイント

を講義形式で提供。

Web版学習テキスト PDFテキスト

・出題頻度が高いと考えられる箇所を中心に構成。

・印刷して教本としても利用可能。

・制度変更に対応。

理解度チェックテスト

（順固定出題）

会員二種 600問超

会員一種 800問超

特別会員二種 500問超

特別会員一種 650問超

・科目ごとにまとめた択一問題、もしくは穴埋め問題で

出題。

・出題頻度が高いと考えられる問題を厳選して掲載。

・各問の解説からWeb版学習テキストへのリンク付き。

・ランダム出題機能で反復学習も可能。

（ランダム出題）
理解度チェックテストの設問を科目別に

順不同で出題
・ランダム出題で繰返し演習することで知識を定着。

習熟レベルチェック

テスト

会員二種・一種 各3回

※ご要望により3回分追加可能

特別会員二種・一種 各3回

※ご要望により2回分追加可能

・本番試験の問題と同様の形式で作成。

総まとめの模擬試験として最適。

・最新の制度に対応した問題を用意。

・本番パソコン試験の操作練習に最適。

試験時に慌てる心配がありません。

模擬試験
全資格 １回

※ご要望により1回分追加可能

・ご希望の期間で実施できる模擬試験。

・スコアシート表示により科目別の理解度を把握可能。

・受験回数は1回、解答・解説非表示。

弱点補強問題
模擬試験の結果から間違えやすい問題を

出題
・毎年12月下旬～1月のリリースを予定。

直近出題傾向対策問題
本番受験直前の学習に有効な、厳選した

科目別の確認問題
－

１問１答練習帳

会員二種 400問程度

会員一種 500問程度

特別会員二種 250問程度

特別会員一種 350問程度

・合格のために押さえておきたいポイント問題を

○×形式、１問１答で出題。

・科目別の達成率を表示し、進捗の把握が可能。

・間違った問題を反復ランダム出題する機能付き。

e-mail質問受付 －
・受講内容についての質問に、当社の実務経験および

教育・研修経験豊富な学習指導担当者が回答。

金融用語辞典 約6,000用語 ・金融分野に特化した用語辞典。

習熟学習講座 3講座まで選択 ・金融知識習得のための「習熟学習講座」から選択。

ビジネスマナー講座 動画・確認問題 ・3本の動画でビジネスマナーをわかりやすく解説。

各教材の概要 多彩な教材で確実に実力がつきます。

冊子教材

会員

要点ハンドブック
“できるだけ時間をかけずに、効率的に外務員試験の合格ライン（7割）を確実に超えること”
を目指したテキスト。学習のポイントを凝縮して記載しており、効率的な学習に最適。

資格対策問題集 科目別の練習問題集。出題頻度が高いと考えられる問題を厳選して掲載。

計算ドリル 二種・一種試験で出題が予想される計算問題に特化した問題集。

特別会員

学習テキスト 出題頻度が高いと考えられる箇所を中心に、わかりやすく解説。

資格対策問題集 科目別の練習問題集。出題頻度が高いと考えられる問題を厳選して掲載。

いずれか
を選択

いずれか
を選択

ｅラーニング講座（Web教材）※問題数や内容等は変更となる場合があります。
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管理者機能 受講状況を見ながら効率よく内定者のフォローが可能です。

◼ 受講者別に各テストの受講状況、合格テスト数率、最終受験日等を一覧で表示し、様々な切り口から受講状況を把握でき

ます。（CSV形式でのファイルダウンロードも可能）

◼ e-mailアドレスの登録があれば、受講状況から送付対象者を選択することで、メールによる一括フォローが可能です。

【オプション機能】

コミュニケーションツール「CCS」（P.6ご参照）との併用で、更に効果的な内定者フォローが可能です。

◼ 管理者が行っていた、各受講者の学習進捗状況の集計・分析と受講者へのフォローを自動化します。

管理者が学習スケジュールを設定すると、受講状況を自動で集計・分析し、管理者・受講者へメールを送信します。

全受講者の平均進捗率を把握

本人と全受講者の平均進捗率を比較

進捗率・試験結果の人数分布・該当者を確認 管理者から受講者へのメッセージ

全受講者の進捗率・試験結果の分布と本人の位置づけ★を確認

ALPART機能の紹介動画を
ご覧いただけます。

https://www.artis.co.jp/
pr/alpart/index.html

管理者

受講者

◼ 模擬試験では、各受講者の皆様は「スコアシート」を、管理者の皆様は「得点分布・分野別正解率・受講者別受験結果」

をパソコン画面上からご確認いただけます。学習指導の計画等を立案するためのデータとして活用可能です。

受講者
平均と
の比較

分野別
正解率

【受講者向けのスコアシート】

分野別
正解率

得点分布

受講者別
受験結果

【管理者画面で確認】

模擬試験
受験結果

受講者の進捗状況確認とフォローアップ機能

受講状況自動集計・分析・送信サービス（ALPART機能）

受講者の理解度を把握するためのスコアシート
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付属サービス 学習のスタートから受験直前まで総合的にサポートします。

◼ 弱点補強問題は、模擬試験の問題の中から正解率の低かった問題を再編集して掲載します。

◼ 内定者の皆様が苦手な問題は、ある程度傾向が出ますので、本問題の受講で弱い部分を底上げできます。

◼ 弱点補強問題を受講した後に習熟レベルチェックテストを再度学習すると、一層の効果が期待できます。

◼ 内定者の皆様が受講した模擬試験の結果から、毎年12月下旬～1月のリリースを予定しています。

弱点補強問題

◼ 受験日直前にご利用いただくと有効と考えられる、厳選した科目別の確認問題です。

受講履歴の保存・受講管理も可能です。（事前の断りなく掲載方法を変更する場合があります。）

直近出題傾向対策問題

外務員ガイダンスビデオ（DVD）

◼ 内定者パックコンテンツ「ガイダンスビデオ」のダイジェスト版（DVD）をご担当者様にご提供します。

内定者の皆様への外務員資格試験の概要、科目別攻略法、学習方法等の説明に活用いただけます。

１問１答練習帳（管理者IDで全受講者の解答状況を把握できます。）

◼ ここだけは押さえたいポイント問題を○×形式、１問１答で出題するWeb練習カードです。

◼ 科目別の達成率を表示し、進捗の把握が可能です。

◼ 間違った問題については反復ランダム出題するため、苦手分野の克服ができ、知識がしっかり身につきます。

問題
画面

科目
画面

解答
画面

解説
画面

TOP
画面

開始
画面

※スマホで受講した場合の画面例
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その他補助教材 外務員資格試験対策だけでなく、金融知識やビジネスマナーも学習できます。

◼ 経済・金融・証券の知識を習得するための講座です。

通信講座や副読本等の代替としてもご利用いただけます。

◼ 「毎日１項目ずつ学習して、知識を身につける」という

コンセプトの講座です。Web版学習テキストで学習後、

数問の確認問題で理解度の確認を行います。

◼ 3講座までご選択いただけます。

※講座一覧は、別紙①をご参照ください。

再学習機能により、学習内容を確実に定着

各章の学習の後、習熟レベルチェックテストの結果次第で、自動的に苦手分野の克服対策問題を提示し、
再学習を義務付けます。苦手・誤答分野を確実に学習しなおすことで、正確な知識の定着が可能です。

中間までの
理解度確認

講座の
理解度確認

⑥
検
定
試
験

総仕上げ
のための
実力試し

基準点
に未達再学習再学習

各章の
理解度確認

各章の
理解度確認

講座の
理解度確認

再学習対象すべての確認問題に合格後、⑤の再受験が可能

③
中
間
テ
ス
ト

④
修
了
テ
ス
ト

①Web版学習
テキスト

②確認問題

⑤習熟レベル
チェックテスト

◼ 金融機関にお勤めになられる内定者の皆様に身につけていただきたい

基本的なマナーについてまとめた動画講座です。（確認問題付き）

ビジネスマナー講座

習熟学習講座

1：社会人としての基本

社会人としての基本となる職場のマナー、報告・連絡・

相談・言葉遣い等を確認。

2：電話・メール・テレワークの基本

電話・メール・テレワークを中心に、社会人としての

心得を解説。

3：訪問・来客の迎え方、冠婚葬祭の基本

個人宅や法人への顧客訪問時、来客時のマナー等を解説。

①Web版学習
テキスト

②確認問題
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◼ 内定者とのコミュニケーションを手軽に実現。

◼ 学習進捗フォロー、懇談会の出欠確認やファイルの受領、内定者同士の情報交換の場として活用可能です。

【メッセージ作成画面】 【アンケート作成画面】 【コミュニケーション画面】

アンケート
管理者から、全員または特定の内定者へ
メッセージを送信できます。

メッセージ

・学習進捗が芳しくない内定者へメッセージを送付。

・開封確認機能により、未開封者の一斉把握が可能。

懇談会の出欠確認、アンケートの作成・集計、
ファイルの配布・回収ができます。

・回答の公開範囲や回答形式は、様々な設定が可能。

・回答の集計結果は、画面上での表示かつCSV出力が可能。

・提出された添付ファイルを一括でダウンロード可能。

週次・月次カレンダーに、研修日程等、
予定を登録できます。

カレンダー

・公開範囲を設定してスケジュールの登録が可能。

・管理者は内定者のスケジュールを閲覧可能。

コミュニ
ケーション

管理者や内定者間の情報交換の場として利用
できます。

・コミュニティの作成・対象者の割当・コメントの管理が可能。

・プロフィール・写真の登録が可能。

◼ 内定者パックと同じサイト上で利用でき、内定者の皆様が外務員資格試験を受験する際の本試験の日時予約、

会場の調整、合否結果連絡の作業を省力化する大変便利な機能です。

◼ ご担当者様の事務負担を軽減できるとともに、内定者パックとの併用で、外務員資格取得のための学習から

本試験の申込・結果通知までの一元管理が可能です。

① 各種テンプレートの設定

外務員受験申込案内、受験日程確定通知、受験会場、満席
通知、試験結果案内、未受験案内等の配信用テンプレートを
準備。（基本テンプレートあり）

機能の概要とフロー

② 本試験申込アンケート作成・設定・送付

本試験受験希望日時（第3希望まで）、希望会場、持参する
証明書をアンケート形式で発信し、受講者が回答。

③ 本試験申込アンケート自動集計・集計結果一覧表示

②のアンケートをシステム上で自動集計し、結果を一覧で
表示。

④ 日本証券業協会本試験申込用CSVファイル作成

日本証券業協会SI-Netに本試験申込を行う際の指定された、
CSV形式の申込用ファイルをアンケート結果に基づき自動
作成。

⑤ 日本証券業協会SI-Netから取得した本試験申込結果
のファイルをサイトに取込み、結果を一覧表示

申込結果を日本証券業協会SI-NetからCSVファイルにて
ダウンロード後、内定者パックサイトにアップロードし、

申込結果（確定、未確定）を一覧表示。

⑦ 日本証券業協会本試験結果（CSVファイル）の取込

本試験結果を日本証券業協会SI-Netから取得し、内定者パッ

クサイトに取込。

⑥ 受験日確定・未確定通知メールの送付

⑤一覧表で確認しながら、確定メール、未確定メールを受講
者に送付。未確定の場合は、②のアンケートを自動的に再回

答可能な状態に戻す。

⑧ 内定者パックサイト上で本試験結果を表示

⑦でデータ取込を行い、本試験結果を一覧表示。

⑨ 受講者に合否結果メールを送付

⑦で取込まれた本試験結果をもとに、受講者に合否結果メール
を送付。

オプション機能 充実したオプション機能でご担当者様の負担を軽減します。

CCS（Corporate Communication Service）

APRE機能（試験会場予約・受験結果の通知支援機能）
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コース名 料金（１IDあたり） 期間

会員証券外務員二種 ￥11,000

6ヶ月

会員証券外務員一種 ￥13,200

会員証券外務員二種・一種セット ￥16,500

特別会員証券外務員二種 ￥8,800

特別会員証券外務員一種 ￥11,000

特別会員証券外務員二種・一種セット ￥13,200

（1）内定者パック ※各講座のご利用期間延長は1ヶ月延長につき￥1,000/IDを申し受けます。

（2）動画教材・オプション機能

サービス名 料金 期間

証券外務員講義動画（会員二種・一種のみ） １IDあたり ￥1,100

6ヶ月CCS（Corporate Communication Service） １法人あたり ￥110,000

APRE機能（試験会場予約・受験結果の通知支援機能） １法人あたり ￥110,000

（3）オプション講座 ※オプション講座の詳細は別紙②をご参照ください。

講座名 料金（１IDあたり） 期間

ＩＴパスポート対策講座 ￥4,400 6ヶ月

３級ＦＰ技能士 資格対策講座（ｅラーニングのみ）
￥5,500

2024年5月末まで
（7/4以降の申込 ￥7,700）

マネー入門（前編・後編セット） ￥5,500 2ヶ月

新入社員の基礎実務 ￥5,500 2ヶ月

ビジネスマナー講座：第一部（基礎編） ￥2,970 3ヶ月

ビジネスマナー講座：第二部（実技編） ￥2,970 3ヶ月

誰でもわかる Microsoft Word 2016 使い方講座 上巻 / 下巻 ￥3,300 2ヶ月

誰でもわかる Microsoft Excel 2016 使い方講座 上巻 / 下巻 ￥3,300 2ヶ月

誰でもわかる Microsoft PowerPoint 2016 使い方講座 ￥3,300 2ヶ月

誰でもわかる Microsoft Word 2019 使い方講座 上巻 / 下巻 ￥3,300 2ヶ月

誰でもわかる Microsoft Excel 2019 使い方講座 上巻 / 下巻 ￥3,300 2ヶ月

誰でもわかる Microsoft PowerPoint 2019 使い方講座 上巻 / 下巻 ￥3,300 2ヶ月

誰でもわかる Microsoft Teams 使い方講座 ￥3,300 2ヶ月

誰でもわかる Microsoft Word 2021 使い方講座 上巻/下巻 ￥4,950 2ヶ月

誰でもわかる Microsoft Excel 2021 使い方講座 上巻/下巻 ￥4,950 2ヶ月

誰でもわかる Microsoft PowerPoint 2021 使い方講座 上巻/下巻 ￥4,950 2ヶ月

誰でもわかる Microsoft Excel 2021 使い方講座 上級編 ￥5,500 2ヶ月

ご利用料金（税込）・ご利用期間

アーティス株式会社
https://www.artis.co.jp

本社 東京都港区南青山1-2-6 ラティス青山スクエア

名古屋支店 名古屋市中区錦3-5-31 オーキッドプレイス名古屋錦ビル

大阪支店 大阪市淀川区宮原4-1-4 KDX新大阪ビル

仙台オフィス 仙台市若林区清水小路6-1 ステュディオ仙台

福岡オフィス 福岡市博多区博多駅前4-16-6 オフィスニューガイア博多駅前

お問い合わせ 株式会社アーティスソリューションズ
https://www.artis-sol.co.jp

アーティスソリューションズは
プライバシーマークの認定企業です

tel ：03-5410-9300 

tel ：052-253-7105

tel ：06-6152-8021 

tel ：022-721-2051

tel ：092-418-7325 2023.05

動作環境 ・当社ｅラーニングサイトを快適にご利用いただくために、必要な動作環境を右記
または https://www.artis.co.jp/environment/spec.pdf でご確認ください。

ご利用条件 ・本教材の内容の無断転載等を禁止します。

・本サービスご利用時の通信にかかる費用は、お客様のご負担となりますのでご了承ください。
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