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LPI-Japan、デジタルハリウッド株式会社を LPI-Japan HTML5 アカデミック認定校に認定
～HTML5 プロフェッショナル認定試験と連動した
「HTML5 マスター講座」をデジハリ・オンラインスクールにて配信開始～

IT プロフェッショナル認定機関として「LPIC」「OSS-DB 技術者認定試験」「HTML5 プロフェッショナ
ル認定試験」を実施する特定非営利活動法人エルピーアイジャパン（以下：LPI-Japan、東京都港区、
理事長 成井 弦、http://lpi.or.jp）は、2015 年 4 月 1 日、デジタルハリウッド株式会社（以下：デジ
タルハリウッド、東京都千代田区、代表取締役

CEO 鳥 越 憲 一 、 学 長 ： 杉 山 知 之 、

http://www.dhw.co.jp/）を LPI-Japan HTML5 アカデミック認定校（※1）に認定したことを発表いたし
ました。なお、今回の認定に伴いデジタルハリウッドの運営するオンラインスクール「デジハリ・オン
ラ イ ン ス ク ー ル 」 で は 、 2015 年 5 月 よ り 本 試 験 の 受 験 対 策 と な る 「 HTML5 マ ス タ ー 講 座
http://online.dhw.co.jp/course/html5/ （※2）」が 開講されます。
今回認定校に認定されたデジタルハリウッドは、IT 関連及びデジタルコンテンツ
の人材養成スクール・大学・大学院を運営する日本でも有数の人材育成機関です。
これまでも多くの IT 技術者やクリエイターを輩出し、卒業生は様々な分野で活躍し
ています。デジタルハリウッドでは認定校への参画にともない、まず同社運営の年
間 3,000 名以上が受講する Web やアプリケーション制作などのスキルを学ぶ本格的
オンラインスクール「デジハリ・オンラインスクール」にて「HTML5 マスター講座
（※2）」を 5 月より開講（受講受付は本日 4 月 8 日より開始）いたします。本講座
は PC やスマートフォンなどのオンライン環境で HTML5 の基本から応用までを学べるカリキュラムとなっ
ており、HTML5 プロフェッショナル認定試験と連動した講座です。また HTML5 プロフェッショナル認定
試験の対策講座も含まれ、「資格」と「業務」の両面から HTML5 を活用した就職を強く意識したコンテ
ンツとなっています。
LPI-Japan は、今回のデジタルハリウッド株式会社の LPI-Japan HTML5 アカデミック認定校への参画
による両組織の連携により Web アプリケーション制作者の技術力の向上のみならず、Web デザイナーや
Web 技術者にとっての新たなキャリアパスが創出されることを支援いたします。さらに、それらの活動
を通じ日本の IT ビジネスの推進と Web プロフェショナルの育成に貢献いたします。
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●賛同文
■デジタルハリウッド株式会社 まなびメディア事業部 事業部長 猪野祥仁
このたびデジタルハリウッド株式会社のデジハリ・オンラインスクールは、通信制としては初の「LPIJapan HTML5 アカデミック認定校」に認定いただきました。
しかも、HTML5 プロフェッショナル認定試験と連動した 100%オンライン e ラーニング「HTML5 マスター
講座」を LPI-Japan 様のご協力を得て開講する運びになったことは喜びに絶えません。
デジタルハリウッドはデジタル関連領域の教育機関の先駆けとして開学して今年で 20 周年、卒業生は 7
万人を超えました。
ここ数年一般化した Web 開発スキルのオンライントレーニングもすでに 12 年前から提供しておりま
す。
今後も WEB を中心とするプロフェッショナル人材の育成と産業発展に寄与してゆく所存でございます。
URL：http://online.dhw.co.jp/

※1）LPI-Japan HTML5 アカデミック認定校制度について
詳細は Web をご参照ください。
・認定校制度： http://html5exam.jp/learning/school.html
・認定校一覧： http://html5exam.jp/measures/learning.html
※2）HTML5 マスター講座概要
●こんな方にオススメ
・Web デザイナー、コーダーとしての仕事の幅を広げたい
・資格を取得し、キャリアアップにつなげたい
・Web サービス運用者として専門的な知識を身につけたい
●講座概要
受講期間：全 3 ヶ月（毎月月末開校予定）
受講形式：オンライン動画授業
受講方法：PC、スマートフォン等で受講可能
受講費用：66,960 円（税込） ※16,200 円相当の受験チケット含む）

●本リリースのお問い合わせ先
LPI-Japan 事務局 担当：有留
TEL ：03-3568-4482、FAX: 03-3568-4483 / E-mail：press@lpi.or.jp
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============================================================================================
LPI-Japan について
============================================================================================
LPI-Japan は、日本での OSS/Linux の技術力認定試験の普及と IT プロフェッショナルの育成のため、
2000 年 7 月に設立された NPO 法人です。
LPI-Japan は、Linux 技術者の技術力の認定制度「LPIC」などの IT 技術者の技術力の認定制度を中立公
正な立場で公平かつ厳正に運営することを通じて、日本における IT プロフェッショナルの育成、さらに
は OSS/Linux ビジネスの促進に寄与する活動を展開しています。
●LPI-Japan の概要（http://www.lpi.or.jp/）
・法人名：特定非営利活動法人 エルピーアイジャパン
・所在地:〒106-0041 東京都港区麻布台 1-11-9 CR 神谷町ビル 7F
・連絡先 TEL：03-3568-4482、FAX：03-3568-4483、e-mail：info@lpi.or.jp
・設立：2000 年（平成 12 年）7 月 28 日
・業務内容：OSS/Linux の普及・推進、IT プロフェッショナル認定試験の実施と認定
・役員
理事長：成井 弦
理事：鈴木 敦夫、高橋 千恵子、鈴木 友峰、橋本 尚、福地 正夫、中野 正彦、池田 秀一、
丸茂 晴晃
監事：寺本 振透
●LPI-Japan HTML5 アカデミック認定校名（加入順） http://html5exam.jp/measures/learning.html
・ＮＴＴソフトウェア ソフト道場
・インターネット・アカデミー
・株式会社クリーク・アンド・リバー社
・ゼウス・ラーニングパワー株式会社
・東京アプリ・ワークショップ
・日本電子専門学校
・アシアルスクール
・NEC マネジメントパートナー株式会社
・株式会社富士通ラーニングメディア
・株式会社 デジタル・ヒュージ・テクノロジー
・株式会社カサレアル
・KEN スクール
・学校法人電波学園 東京電子専門学校
・東京デザインプレックス研究所
・デジタルハリウッド株式会社
以上 15 社。（2015 年 4 月 8 日現在）
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＜登録商標＞
Linux Professional Institute Japan 及び LPI-Japan は、特定非営利活動法人エルピーアイジャパン
の登録商標です。Linux は Linus Torvalds の登録商標です。文中に記載されているその他すべての商
標は、それぞれの所有者に所有権が属しています。HTML5 Logo は、 Creative Commons Attribution
3.0 Unported ライセンス条件の下で、W3C により、ライセンスされています。
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
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