
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社では，情報技術教育用の教材(テキスト，問題集)も提供しております。 

教材の一部は，ホームページ（www.infotech-s.co.jp）でも紹介しております。 

ご質問やご不明な点がございましたら，以下のお問合せ先へご連絡ください。 



 

□■□■□ ２０２０年秋期 情報処理技術者試験対策 模擬テスト □■□■□ 
 
 

 当社では，情報処理技術者試験（以下，「本試験」）の出題範囲や出題傾向を詳細に分析して

作成しています。 

 この模擬テストは，本試験直前の対策教材として，全てオリジナル問題でご提供しています

ので，実力診断や知識定着度の確認などにご活用いただければ効果的です。 

 なお，午前試験免除制度により基本情報技術者試験の午前試験が免除となっている受験者の

ために，午後問題のみのご注文も承ります。 
 

 

 

■模擬テストを活用した学習フロー 
 

過去問題を用いた演習を行い，本試験の出題傾向や難易度を確認しながら，問題を

解くのに必要なスキルを養います。 

 

本試験１ヶ月前に，第１回模擬テストを実施し，学習の理解度や弱点分野を客観的

に把握します。また，模擬テストの結果から，本試験までの学習計画を立案します。 

※この時期は，問題を解くための時間配分を体感していくことも必要になりますので，本試験と

同じ時間帯で模擬テストを実施することをお薦めします。 

 

第１回模擬テストで正答率の低かった分野や不正解の問題内容を，確実に理解する

ための復習を行います。 

※類似の過去問題を反復して学習することが，弱点分野の克服には効果的です。 

 

本試験直前に，第２回模擬テストを実施し，これまでの学習の理解度を測ります。こ

の時点で実施する模擬テストの結果から，本試験の合否予測を判定できます。 

※この時期は問題を解く順番を考えさせることも必要になりますので，得意な問題と苦手な問

題の見極めを素早く行う能力をつけることが大切です。 

 

第２回模擬テストで正答率の低かった分野や不正解の問題内容を，確実に理解する

ための復習を行います。 

※直前対策として，直近の過去問題を学習することで，本試験の出題パターンに慣れておくこ

とも効果的です。 

 

 合格に向けて，万全の状態で本試験を受験します。 

 

 

１０月１８日（予定） .........  「本試験」 

１０月中旬 .........................  「復習と問題演習」 

１０月上旬 .........................  「第２回模擬テスト実施」 

９月下旬 ............................  「復習と問題演習」 

９月中旬 ............................  「第１回模擬テスト実施」 

９月上旬 ............................  「問題演習」 



 

  

基本情報技術者模擬テスト（全２回） 

 

 ■内容 

問題 出題範囲 出題形式 解答時間 問題数 

午前 本試験同様 四肢択一式 150分 80 問必須 出題様式 

午後 本試験同様 多肢択一式 150分 5 問/11 問選択 

構成 

①午前問題 ④午後問題 

②午前問題解説・解答 ⑤午後問題解説・解答 

③午前問題用マークシート ⑥午後問題用マークシート 

計６点 

  ※提供するマークシートは簡易版ですので，OMRリーダでは読み取れません。あらかじめご了承ください。 

  ※午後問題のみの場合は，④～⑥までの計3点の構成となります。 

 

 ■価格 

  各回 本体価格1,200円＋消費税 

 午後問題のみ 本体価格800円＋消費税 

 

 ■午前問題出題分野 

問番号 第１回・第２回共通 

問１～問50 テクノロジ系 

問51～問60 マネジメント系 

問61～問80 ストラテジ系 

 

 ■午後問題出題分野 

問番号 第１回 第２回 

問１ 情報セキュリティ 情報セキュリティ 

問２ ソフトウェア・ハードウェア ソフトウェア・ハードウェア 

問３ データベース データベース 

問４ ネットワーク ソフトウェア設計 

問５ サービスマネジメント 経営戦略・企業と法務 

問６ データ構造及びアルゴリズム データ構造及びアルゴリズム 

問７ ソフトウェア開発（C） ソフトウェア開発（C） 

問８ ソフトウェア開発（Java） ソフトウェア開発（Java） 

問９ ソフトウェア開発（Python） ソフトウェア開発（Python） 

問10 ソフトウェア開発（アセンブラ） ソフトウェア開発（アセンブラ） 

問11 ソフトウェア開発（表計算） ソフトウェア開発（表計算） 

  ※出題分野は変更になる場合がありますので，ご了承ください。 

  ※午後問題のソフトウェア開発分野における表計算ソフトに関する問題は，独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 

   が公開する「表計算ソフトの機能・用語」（改訂版）に基づいて作成しています。 

 



 

応用情報技術者模擬テスト（全２回） 

 

 ■内容 

問題 出題範囲 出題形式 解答時間 問題数 

午前 本試験同様 四肢択一式 150分 80 問必須 出題様式 

午後 本試験同様 記述式 150分 5 問/11 問選択 

構成 

①午前問題        ④午後問題 

②午前問題解説・解答   ⑤午後問題解説・解答 

③午前問題用マークシート ⑥午後問題用答案用紙 

計６点 

  ※提供するマークシートは簡易版ですので，OMRリーダでは読み取れません。あらかじめご了承ください。 

 

 ■価格 

  各回 本体価格1,800円＋消費税 

 

 ■午前問題出題分野 

問番号 第１回・第２回共通 

問１～問50 テクノロジ系 

問51～問60 マネジメント系 

問61～問80 ストラテジ系 

 

 ■午後問題出題分野 

問番号 第１回 第２回 

問１ 情報セキュリティ 情報セキュリティ 

問２ 経営戦略 経営戦略 

問３ プログラミング プログラミング 

問４ システムアーキテクチャ システムアーキテクチャ 

問５ ネットワーク ネットワーク 

問６ データベース データベース 

問７ 組込みシステム開発 組込みシステム開発 

問８ 情報システム開発 情報システム開発 

問９ プロジェクトマネジメント プロジェクトマネジメント 

問10 サービスマネジメント サービスマネジメント 

問11 システム監査 システム監査 

  ※出題分野は変更になる場合がありますので，ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 



 

ITパスポート試験 CBT方式対応（e-IPSTA） 

 

全て当社のオリジナル問題で構成されています。CBT方式対応のため，本番に近い環境で本試

験レベルの問題を実施することができます。 

 また，個人別成績表や問題別正答率一覧表など，受験者の成績や傾向を即座に確認できる管

理者機能も備えています。詳しくは，当社ホームページをご参照ください。 
 

 ■内容 

問題 出題範囲 出題形式 解答時間 問題数 
出題様式 

小問 本試験同様 四肢択一式 120分 100 問必須 

  ※定期間内（３週間）に，知識の定着を確認するため，同一模擬テスト解答群をシャッフルした問題を再受験できます。 

 

 ■価格 

コース 構成 標準利用期間 価格 

問題演習付き 
問題演習2,375問 

＋模擬テスト１回分 
６ヶ月 

本体価格4,000円 

＋消費税 

模擬テストのみ 模擬テスト１回分 ３週間 
本体価格2,500円 

＋消費税 

 
 

 ■申込方法 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   当社ホームページURL  【 http://www.infotech-s.co.jp/ 】 

   利用申込書送付E-Mail 【 e-ipsta@infotech-s.co.jp 】 

 

筆記試験方式の模擬テストをご希望の方は，冊子の模擬テストを随時ご提供させていただいております。 

 ■価格 

  １回 本体価格1,000円＋消費税 
 
 

注文書の送付 
納品 

（ID・パスワードのご連絡） 
請求書の到着 

当社ホームページよ

り「利用申込書」 

（Excelファイル）をダ

ウンロードし，必要事

項を入力の上，メー

ルに添付してお送り

ください。 

利 用 環 境 が整 い次

第 ，e-IPSTA の ロ グ

イン用IDとパスワー

ドをご連絡させてい

ただきます。 

「利用申込 書」を受

領 後 ， 電 話 ま た は

E-mail で受領確認を

ご連絡させていただ

きます。 

利用期間終了後に，

請 求 書 を 別 途 郵 送

いたします。請求書

に記載されている振

込日までに指定銀行

口座へお振込みくだ

さい。 

注文受領の 
ご連絡 



 

 

模擬テストのご注文について 

※ご注文をされる前に，必ずご一読ください。 

 

 

 

 

留意事項 

 ◎模擬テストの返本は対応できかねますので，あらかじめご了承ください。 

 ◎模擬テストを複写，複製または転載する行為は，著作権の侵害となりますので，ご注意 

  ください。 

 

■申込方法 

「模擬テスト注文書」に所定事項をご記入の上，ファクシミリで

お申込みください。 

なお，お申込みは最低１０部より承ります。受験者が１０名に 

満たない場合は別途ご相談ください。 

■支払方法 

模擬テスト納品後に，請求書を別途郵送いたします。 

請求書がお手元に届きましたら，請求書に記載されている振込 

日までに指定銀行口座へお振込みください。 

■受付確認 

「模擬テスト注文書」を受領後，電話，又はE-mailで納期を   

ご連絡させていただきます。 

■納期 

下記の出荷開始日以降，ご注文をいただいてから１週間以内

の納品を目安としてください。 

 

出荷開始日 各試験区分とも 

   ・第１回模擬テスト    ８月３日（月）から出荷開始 

   ・第２回模擬テスト    ９月１日（火）から出荷開始 

 

注文締切日 ９月３０日（水） 

 

※原則，２回分をご採用いただく場合は，第２回模擬テスト  

出荷開始日以降に同時納品とさせていただきます。第１回と

第２回模擬テストの分納を希望される場合は，その旨を模擬

テスト注文書の通信欄にご記入ください。 

※各区分・各回とも売り切れ次第，販売終了とさせていただき

ますので，ご注文はお早めにお願い申しあげます。 

※ＩＴパスポート 模擬テストのご注文は，随時受け付けており

ます。 

  注文書の送信 

  注文書受付の確認 

  模擬テストの納品 

  請求書の到着 

１ 

２ 

３ 

４ 



 

 
 

2020 年  月  日 
株式会社インフォテック・サーブ 行 

 模擬テスト注文書  

FAX (03)5289-9320 

 

住  所 
(〒    -      ) 

 

法人名称  

担当部署名   担当者名  

電話番号   希望納期 月    日 

E-mail  

 

 

テスト名 本体価格 部 数 金 額 

 基本情報技術者第１回 模擬テスト 1,200   

 基本情報技術者第２回 模擬テスト 1,200   

 基本情報技術者第１回 模擬テスト 午後のみ   800   

 基本情報技術者第２回 模擬テスト 午後のみ   800   

 応用情報技術者第１回 模擬テスト 1,800   

 応用情報技術者第２回 模擬テスト 1,800   

 IT パスポート 模擬テスト 1,000   

    

小 計   

   消費税   

合 計   

    

 

 
   

通信欄(特記事項がありましたらご記入ください。) 

 

 

 

 

 



 

 株式会社インフォテック・サーブ 行             注文日：2020 年  月  日 

 教材注文書  

［注文者］ ※納品先や請求書の送付先が異なる場合は通信欄にご記入ください。     FAX (03)5289-9320 

住 所 
(〒    -      ) 
 

法人名称  

担当部署名  担当者名  

電話番号  希望納期     月   日 

E-mail  

 

No. テキスト名 税抜価格 部 数 備 考 

1 身につく！合格！ＩＴパスポート 2,400   

2 身につく！合格！ＩＴパスポートサブノート   900   

3 IT パスポート試験問題集 1,800   

4 情報セキュマネ試験 要点＆問題集 2,000   

5 情報セキュリティマネジメント試験問題集 1,800   

6 IT ワールド 2,800   

7 IT ワールドサブノート   900   

8 IT 戦略とマネジメント 2,400   

9 IT 戦略とマネジメントサブノート   900   

10 基本情報技術者午前問題集 2,300   

11 基本情報技術者午後問題集 2,300   

12 基本情報 STEP UP 演習知識応用対策 2,600   

13 基本情報 STEP UP 演習アルゴリズム対策 1,400   

14 基本情報 STEP UP 演習 CASLⅡ対策 1,200   

15 基本情報 STEP UP 演習 C 言語対策 1,200   

16 基本情報 STEP UP 演習 Java 対策 1,300   

17 基本情報 STEP UP 演習表計算対策 1,200   

18 応用情報重要ポイント 100 2,800   

19 応用情報技術者午前問題集 2,600   

20 応用情報技術者午後問題集 2,600   

21 データ構造とアルゴリズム 2,400   

22 はじめてのアルゴリズム 2,600   

23 C プログラミング 3,300   

24 Java プログラミング 2,500   

25 CASLⅡプログラミング 2,200   

26 データベースと SQL 2,400   

27 なるほど！情報セキュリティ 2,400   

28 留学生のための IT リテラシー 1,800   

29 留学生のためのパソコン入門 1,800   
 
                   「有」に○を付けた方 

返本の可能性 有  ・  無 → 確定時期     月    日 頃 
 
通信欄 （書店様によるご注文の場合は採用校名をご記入ください。) 当社使用欄 

 
 

 


