
MCA の特典

●Welcome Kit 提供 / ID カードの発行（初回資格取得時）

●MCA ロゴの使用（別途使用ガイドラインに基づく）

●MCA セキュアサイトへのアクセス

●マイクロソフト製品の技術情報などの電子メール情報提供サービス

●マイクロソフト製品の優待販売

●マイクロソフト主催のイベント/セミナーへのご招待

MCA Masterの特典（上記のものに加え、以下の特典も提供されます）

●MCA Master認定カードの発行

●MCA Master ロゴの使用（別途使用ガイドラインに基づく）

●MCP へのスキルパスの提供

※その他、MCA Master や合格科目に応じセミナーのご招待や製品評価ツール提供なども実施しています。
　詳細は、MCA セキュアサイトより案内されます。

MCA ID カード MCA Master 認定カード

広く、深く、バラ、バ ン 習 得の証明としてし 、て

そして、MCA  M s e  I T  キテク へ 。

特典・メリット

マイクロソフト 認定アソシエイト プログラム 
MCA プログラム



MCAの対象者

お問い合わせは

マイクロソフト株式会社
〒151-8533  東京都渋谷区笹塚 1-50-1 笹塚 NA ビルディング

9309-MC1
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MCA プログラムに関する最新情報はホームページで
www.microsoft.com/japan/partners/mtc/mca/

■インターネット ホームページ　http://www.microsoft.com/japan/

■インフォメーション センター　東京（03）5454-2300 / 大阪（06）6347-9300　

MCA プログラムに関するお問い合わせは下記インフォメーションをご利用ください。

電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

●IT 戦略コンサルタント ●システム エンジニア ●IT 企業の管理職 ●IT 企業の営業 /マーケティング ●システム企業スタッフ ●Information Worker ●情報分野の学生  など

■ CBT（Computer Based Testing）
PC の画面に表示された問題に対して、その画面上でマウスを使って解答していきます。
また、試験終了後にすぐに画面上で合否を確認することができ、
試験結果（スコアレポート）は試験終了後、受験会場で交付されます。

多肢選択式

MCA オフィシャルコースの種類と実習形態
MCA の 3 つのスキル一つ一つに対応したカリキュラムが用意されています。カリキュラムはマイクロソフトが企画・開発を行った MCA オフィシャルコースウェア（MCA テキスト）を使って実施されます。

試験形態
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■ PPT （Paper Pencil Test）
マークシートを使って MCA 試験を実施します。試験結果は試験日から 10 営業日後程で
各受験者に発送されます。 

MCA データベース MCA OS・ネットワーク MCA アプリケーション構築

100 200 300

Microsoft SQL Server™ 2000 対応

資格種類（3 コース）

コースコード

対応製品
Microsoft Windows® 2000 / 
Microsoft Windows Server™ 2003 対応 Microsoft .NET Framework 対応

IT を活用する、あらゆる分野のみなさまが対象です。

MCA のコンセプトは、IT 理論、製品知識、
ソリューションのバランス。さらに、そのバランスを成立させる、

「OS・ネットワーク」、「データベース」、
「アプリケーション構築」というスキルセットを設定しています。

MCA  への挑戦を通じて、確かな知識と技術、

そして、ソリューションを導くノウハウが身につきます。

MCA プログラム（Microsoft Certified Associate Program）は、 IT をしっかりと理解し、組み立てて

活用していけるスキルを身につけた方を認定する資格制度です。

このプログラムが持つバランスは、キャリアのスタートにも適しています。

MCA のコンセプトは、広い視野に立つ確かな知識と技術、そして、ソリューションを導くノウハウの習得にあります。す。

これは MCA プログラムが初めて提唱したもの。内容も「体系的な理論と、具体的な製品知識に裏付けられた

ソリューション」にバランス良く対応しています。コアテクノロジーを極め、ビジネスニーズに合わせて、

様々な選択肢から最適なソリューション提案ができる人材を育成します。

http://www.microsoft.com/japan/partners/mtc/mca/tcList.asp

MCA のオフィシャルコースは MCA トレーニングセンターより提供されます。
（多くのトレーニングビジネスを提供する企業や教育機関が参加しています）

製品技術

IT 理論で学んだ知識を 
Microsoft のサーバー製品上で実習

ソリューション

Microsoft のサーバー製品を中心とした
IT ソリューションノウハウ

IT 理論

コンピュータサイエンス、
情報処理理論、標準テクノロジー

+

コースの種類

実習形態

講習会トレーニング

e-Learning

MCA 試験は、PC を使った試験 （ CBT ）とマークシート形式（ PPT ）が用意されています。

全体の所要時間 ： 

65 分～ 75 分
（内、試験実施時間 ： 50 分）

50 問程度
9,450 円

（税抜 9,000 円）

■ MCA TC となっている学校向けサービス
年会費をアカデミック価格で提供
※その他の弊社アカデミック プログラムとの併用により無償提供となる場合がございます。

教材（ MCA テキスト）をアカデミック価格で提供

アカデミックへの対応

■ 試験料金
5,250 円（税抜 5,000 円）

MCA TC となっている学校は MCA 試験をアカデミック価格で受験できます（講師、学生とも）
※試験形態によっては一部条件がございます。

MCA プログラムでは、教育機関向けサポートもご提供しております。これらサービスを実施することで多くの学生の方の育成を目指します。

アール・プロメトリック社
プロメトリック マイクロソフト試験受付
0120-347-737

ピアソン VUE 社
ピアソンVUE マイクロソフト試験受付
0120-355-583

株式会社教育測定研究所  
MCA 受験受付
03-3266-8377

CBT

PPT

試験時間 出題形式 問題数 試験料金 試験申込先


