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● CompTIA 認定資格とは？

CompTIA 認定資格は、

ワールドワイドで
200 万人以上に
取得されています。

IT（情報技術）専門家を育成するための世界標準の認定資格です。

CompTIA 認定資格は、IT 業務の設計・構築、保守・運用などの職務で活用され、日本
でも多くの企業で導入されています。CompTIA 認定資格を取得することにより、ワールド

（2019 年 2 月現在）

ワイドの業界標準スキルを身につけていることを証明できます。

CompTIA 認定資格 試験概要

（2021 年 2 月 1 日現在）

■ 試験会場

■ 受験申込みについて

CompTIA 認定資格の試験は、全国に 100ヵ所以上あるピアソン

受験予約、日程及び詳細に関するお問い合わせは、各試験センターに

お問い合わせください。

VUE の認定試験センターで毎日実施しています。

▶ピアソン VUE

■ 試験形式

https://www.pearsonvue.co.jp/

全てコンピューター上で実施する CBT（Computer Based Testing）

【コールセンター】TEL：0120-355-173 または

形式です。

● CompTIA 認定資格 の 意義

単一選択問題、複数選択問題、穴埋め問題、ドラッグアンドドロップ

試験主催元

問題、画像やビデオによる問題、パフォーマンスベースドテスト問題

CompTIA 日本支局

など科目により試験形式が異なります。試験終了後、試験結果が画

IT 実務基盤能力の証明・ユーザレベルからの脱却

─ IT エンジニアとしての基盤を養う！ ─

実務基盤なくしては、製品技術もありえない

「CompTIA 認定資格は目標ではなく、あくまでもIT 実務で持つべき基準です」

面に表示され、テストセンターにて合否、スコアが掲載されたスコア

※受験予約の方法は試験センターにご確認ください。

●ほぼ毎日受験可能

「資格」
にはそれぞれ目的と役割がある
世界には数多くの IT 資格があり、それぞれ求めているゴールが違います。

P O I NT

ベンダーニュートラル／
テクノロジーニュートラル

CompTIA 認定資格は、特定の製品に肩入れせず、現在 IT 業務で求められている

ものを忠実に問う試験です。

ベンダー資格が「製品」から発想されている資格だとすれば、CompTIA は各 IT

「業務」から発想されるものであり、現在・将来必要とされている各 IT 業務の “ 実

CompTIA 認定資格は、特定のベンダーや製品に依存しな

い「ベンダーニュートラル」
、特定のテクノロジーに特化しない
「テクノロジーニュートラル」という特徴があります。

務基盤 ”を問うものです。

実務基盤なくしては、製品技術もありえない
IT 業界へ転職する、また、各 IT 分野でキャリアを積んでいくためには、標準化され

た技術の修得と、それを実務で活かすためのセンス、行動力、問題解決能力といった

IT の実務基盤能力が前提となります。また、CompTIA 認定資格は利用者側から、
IT 業界へ橋渡しをします。CompTIA 認定資格は目標ではなく、あくまで、IT 実務

で持つべき基準です。専門的な製品技術やトレーニング、ベンダー資格も、実務基盤

実務重視のマルチスキルな人材育成

クライアント環境からサーバー・ストレージ環境まで、必要と
されるほぼ全ての IT を横断的・網羅的にカバーし、提供して
います。
「実務」に着眼し進歩してきた認定資格です。

キャリアパス／ロードマップ

CompTIA 認定資格を取得することにより、他認定ベンダー

から提供される認定資格へのキャリアパスを作ることができ
ます。

〒101-0061 東京都千代田区三崎町 3-4-9 水道橋 MS ビル 7 階
TEL : 03-5226-5345 URL : https://www.comptia.jp/

レポートが手渡されます（ベータ試験はこの限りではありません）
。

受験の基本的な流れ

0120-355-583

受付時間：午前 9 時〜午後 6 時（土日祝日を除く）

●オンラインで簡単予約

●最寄りの試験会場を選べる
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認定証が自動発送さ
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※スキル標準ユーザー協会の「ITSSキャリアフレームワークと認定試験・資格の関
係」等でもCompTIA 認定資格が紹介されています。

能力なしでは意味を成さないのです。

CompTIA 試験の最新情報は、https://www.comptia.jp/ でご確認ください。
※受験の申込みに関するお手続きの際は、必ずご自身で最新の試験情報をご確認ください。

● CompTIA 資格採用 の 事例（CompTIA 日本支局 WEB サイトより一部抜粋）
CompTIA 認定資格は「現在」の「顧

客側」の環境を理解し、最適な環境へ導く
ことができるかを評価するものです。
この特徴を活かし、様々な目的・方針に合
わせ企業で活用されています。

TAC 受講生特典

CompTIA
NTT コミュニケーションズ株式会社様が

グローバルクラウド案件に対応できる人材強化のため

Cloud Essentials+ ／ Cloud+ ／
Project+ ／ Security+ ／ CySA+

ソフトバンク株式会社様が
お客様目線でセキュリティリスクを把握、
検討できる人材を育成するため

Security+ ／ CySA+

キヤノンシステムアンドサポート株式会社様が

サポート職スタッフのスキル展開が容易にするため

A+ ／ Network+ ／ Security+ ／ Server+
／ Cloud+

株式会社富士通マーケティング様が
役務領域拡大に向けたセキュリティ／
プロマネスキルの強化に

Security+ ／ Project+
SCSK 株式会社様が

「常駐型セキュリティマネジメント
サービス」を支える人材の育成に

受講生限定

割引受験チケット販売

TAC 開講の CompTIA 講座をご受講の方は、

受講講座に該当する科目のバウチャーチケット
（受験チケット）を割引価格で購入できます。
※バウチャーチケットは、試験の受験料の支払いに使用できる電子的な
前売りチケットです。 ※チケットには有効期限がございます。

例）Project+
一般受験料

（2021 年 1 月 1 日現在）

TAC 割引価格

Security+ ／ CySA+

￥42,408（10% 税込）

米国国防総省様で
情報保証の役割を担う人材に
必要とされる資格として認定

詳細は TAC CompTIA 講座 HP
にてご確認ください。

A+ ／ Network+ ／ Security+

￥39,000（10% 税込）

https://www.tac - school.co.jp/
kouza̲it/comptia̲voucher.html

一般受験料
よりお得！

購入方法

バウチャーチケット付き
コースを申し込む
TAC CompTIA 講座では、チケット付きコース
をご用意しております。学習教材 + 試験チケット
で受験準備が整います。チケットは、e 受付でお申
込みの方はメールで、校舎でお申込みの方は郵送
で 10 営業日ほどでお届けいたします。

後から割引チケット購入
CompTIA 講座受講生なら、受験の予定がたって
から割引チケットを購入することも可能です。ご受
講から 1 年間購入できます。

メールマガジン

TAC IT 講座 News 配信中
TAC IT 講座 News では、
TAC と CompTIA の

最新情報を随時お届けします。
詳細は HP にてご確認ください。

https://www.tac- school.co.jp/kouza̲it.html

TAC IT 講座 News 配信内容

▶ TAC CompTIA 講座関連情報、
書籍やコースのご紹介
▶ CompTIA 日本事務局とのコラボ企画、
CompTIA の旬な話題をお届け
▶最新試験情報…など！

TAC CompTIA 講座
公式 Twitter
@TAC̲CompTIA

