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ICCインストラクター制度

はじめに
学校に深みのある提案をし、先⽣にわかりやすく製品を説明するには、
製品を体験し、知識を深めることが⽋かせません。

Google�Classroom™と連携し協働学習を⽀援する
『InterCLASS® Cloud』の説明ができる
ICCインストラクター育成研修制度をご⽤意しました。
Google�for�Education™の知識も学べます。

研修修了者には修了証を発⾏し、
学校に『InterCLASS�Cloud�活⽤促進サービス』を提供する資格
（操作説明実施権）を供与します。

GIGAスクール構想でChromebook™が注⽬される今、
ぜひこの制度に参加して、ICCインストラクターを⽬指してください。

インストラクター
認定証明

デモ⽤
製品ID・パスワード

Google�for�Education�
勉強会

定例勉強会
（年1〜2回）

メーリングリスト
による情報交換

インストラクター
認定修了証と、

名刺や販促資料で利⽤できる
ロゴが発⾏されます。

デモ⽤の
製品ID・パスワードを
ご利⽤いただけます。

Google�for�Education�勉強会
に参加いただけます。

パートナー企業様対象の
定例勉強会に

参加いただけます。

チエルからの最新情報を
受け取ったり、

ICCインストラクター同⼠で
情報交換をしたりできます。
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『Inter�CLASS�Cloud』は1クリックで
Google�Classroom™と連携する協働学習⽀援システムです。

ICCインストラクターの特典

※ICCインストラクター制度は、チエル製品『Inter�CLASS�Cloud』の理解度を深めるための制度で、Google�for�Education™の教育者認定資格とは異なります。
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３つのメリット
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メリット

1

メリット
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メリット
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Google�for�Education�勉強会に参加
『Inter�CLASS�Cloud』を最⼤限に活⽤するためには、Google�for�Education�の理解も必須です。
⽇々進化するGoogle�製品に追いつくために開催する勉強会に参加いただけます。

教員向けの「活⽤促進サービス」を有償で提供
チエルが本製品を学校に導⼊する際、「活⽤促進サービス」をパッケージで提供します。
ICCインストラクター認定者が「活⽤促進サービス」を実施することで
貴社の有償サービスとしての提供が可能になります。

製品開発に意⾒を反映し教育現場に貢献
チエル製品は、これまでも教育現場の⽣の声を製品に反映させて参りました。
『InterCLASS�Cloud』もインストラクター認定者の意⾒をお伺いし、
製品の向上に努めます。⼀緒に教育現場に貢献しましょう。
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商流イメージ
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ICCインストラクター認定
「操作説明実施権」供与

『InterCLASS�Cloud』提案

販売パートナー様 学校チエル
ICCインストラクター

研修に参加

先⽣向けの「活⽤促進サービス」
（操作説明会）を有償で提供
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チエルショールームにて
実技研修（所要時間：1⽇）

『InterCLASS�Cloud』

オフライン研修
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（4）

認定取得の流れ：概要

各インストラクターが『Inter�CLASS�Cloud』の操作⽅法を先⽣に説明できるようになり、
効率的・効果的な授業を実現できる先⽣が増えることを⽬指したプログラムです。
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G�Suite
アカウント

ICCインストラクター制度

お申し込み

（1）

（2）

1

インストラクターに
最適な⼈材を選任

チエルホームページから
お申し込み

G�Suite™を使⽤したオリジナ
ル教材で基礎を学習
（所要時間：約半⽇）

Google�for�Education

オンライン学習

（3） Google�for�Education勉強会
に参加

定例勉強会に参加

メーリングリストで情報交換

ICCインストラクター

フォローアップ

ICC
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（5）

（6）

（7）

ICCインストラクター
認定修了証
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認定取得の流れ お申し込み〜Google�for�Education™オンライン学習

1) インストラクターに最適な⼈材を選任
学校を訪問して「操作説明会」を提供するにあたり、
販売パートナー様社内から最適な⼈材（複数可）を選任してください。

2) チエルホームページからお申し込み（http://www.chieru.co.jp/partner）
「ICCインストラクター申し込み」からお申し込みください。
企業のG�Suite�アカウントもしくは個⼈のG�mail™アカウントをご⽤意ください。

3) G�Suite�ツールを使⽤したオリジナル教材で基礎を学習
（所要時間：約半⽇）
G�Suite�ツールを使⽤したオリジナル教材で学習していただきます。
学習いただいた内容を理解しているかを確認するために、
ステップごと（5回予定）の簡単な確認テストを受けてください。
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ICCインストラクター制度
お申し込み

Google�for�Education

オンライン学習

G�Suite
アカウント

オンライン学習終了後、
次の『InterCLASS�Cloud』オフライン研修の⽇程調整をしてください。

http://www.chieru.co.jp/partner
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5) チエルショールームにて実技研修（所要時間：1⽇）
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『InterCLASS�Cloud』

オフライン研修

認定取得の流れ 『InterCLASS�Cloud』オフライン研修2

l オンライン学習修了者、Google�for�Educaitonの知識があることを前提とした研修です。
l 実際の『InterCLASS�Cloud』操作説明会の流れに即してチエル講師が指導します。
l 先⽣⽅が不安なく協働学習に活⽤できるようになるまでの⼿順や、操作上の注意点を習得してください。

プログラム

チエル講師の『InterCLASS�Cloud』基本操作説明
・操作項⽬リストに沿った、チエル講師による講習です。（モデル説明）
・注意すべきポイントや、協働学習に活⽤する操作を解説します。

60分

質疑応答 30分

受講者の操作説明会練習
・Chromebookを使⽤しながら、ハンズオンで練習していただきます。
・随時質問にお答えします。

120分

受講者の操作説明会実演
・実際の操作説明会と同様にデモンストレーションを交えて実演していただきます。
・チエル講師がみなさまの操作説明を確認します。

1名あたり
30分

チエル講師からのフィードバック
・説明の流れはよかったか、ポイントの説明ができていたか、
チェック項⽬のフィードバックとアドバイスをいたします。

1名あたり
15分

ICCインストラクター認定修了証が発⾏されます！
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5) Google�for�Education�勉強会に参加

6) 定例勉強会に参加

7) メーリングリストで情報交換
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ICCインストラクター

フォローアップ

認定取得の流れ ICCインストラクターフォローアップ3

ICC
年に１回、チエルショールームにて定例勉強会を開催します。
チエルからの『InterCLASS�Cloud』バージョンアップ・新機能説明、学校の活⽤事例紹介、
先⽣からの要望集約をはじめ、ICCインストラクター間の意⾒交換・交流の場としても活⽤いただけます。

ICCインストラクター⼀⼈では追いつききれないG�Suite�for�Educationや Google�Classroom�といった、
⽇々進化するGoogle�製品の新機能を⼀気に習得する場として活⽤してください。

先⽣⽅に的確な説明や⽀援を続けていただくためには、
製品のバージョンアップや、活⽤事例といった最新情報が⽋かせません。
『InterCLASS�Cloud』の理解を深めるために情報共有の場をご⽤意します。

インストラクター認定者メーリングリストをご⽤意します。
チエルからの情報提供のほか、疑問や相談など、
インストラクター間の定常的な情報交換に活⽤してください
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販売パートナーの皆様へ

l ICCインストラクター認定の社員が、常時１名以上在籍するようお願いいたします。
l 定例勉強会には、ICCインストラクター認定の社員もしくは代理の⽅がご出席ください。
l 研修で利⽤するため、G�suite�のアカウントをご⽤意ください。

l このインストラクター制度は、当社製品『InterCLASS Cloud』の理解度を深めるための制度で、
Google�for�Education�の教育者認定資格とは異なります。

l パートナー制度維持費として、年間２万円（税抜）、⽀店や営業所等同⼀法⼈様２か所以上
お申し込みいただく際は、２か所⽬以降、年間１万円（税抜）がかかります。
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l 上記は、2020年2⽉17⽇現在の情報です。
l 最新情報は、Google社のホームページをご参照ください。
https://gsuite.google.com/intl/ja/pricing.html#choose-an-edition

l Googleドライブの容量「無制限」は、５ユーザー未満の場合は１ユーザーあたり１TBが上限です。
l チエル社は、Businessプランで運⽤しています。

プラン Basic Business Enterprise

⽉額（1ユーザー・税込） 748円 1,496円 3,300円

年額（1ユーザー・税込） 8,976円 17,952円 39,600円

Googleドライブ容量 30GB� 無制限 無制限

その他 × △ 〇

G�suite料⾦表

「ICCインストラクター制度」に興味をもっていただき、ありがとうございました。
みなさまからのご連絡を楽しみにお待ちしております。

今後とも、何卒よろしくお願いいたします。

https://gsuite.google.com/intl/ja/pricing.html
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本社 〒140-0002東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー3F
TEL:03-6712-9721 FAX:03-6712-9461

⾸都圏営業所 〒140-0002東京都品川区東品川2-2-24�天王洲セントラルタワー3F
TEL:03-6712-9471 FAX:03-6712-9461

札幌営業所 〒060-0062北海道札幌市中央区南2条⻄9丁⽬1-2�サンケン札幌ビル6F
TEL:011-804-7170 FAX:011-804-7171

仙台営業所 〒980- 0013宮城県仙台市⻘葉区花京院1-1-5�タカノボル第25ビル4F
TEL:022-217-2888 FAX:022-206-5222

名古屋営業所 〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内3-21-25�清⾵ビル2F
TEL:052-687-2225 FAX:052-687-2226

⼤阪営業所 〒532-0011⼤阪府⼤阪市淀川区⻄中島7-1-29�新⼤阪SONEビル5F
TEL:06-6838-3077 FAX:06-4806-7056

広島営業所 〒732-0828広島県広島市南区京橋町1-7�アスティ広島京橋ビルディング2F
TEL:082-236-6077 FAX:082-236-6078

福岡営業所 〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前3-10-12 J-MAXビル6F
TEL:092-483-1603 FAX:092-483-1604

沖縄営業所 〒901-2127
沖縄県浦添市屋富祖⼀丁⽬6番3号森ビル
TEL:098-943-0511 FAX:098-943-0669

チエルホームページ www.chieru.co.jp

本社・営業所・チエルホームページ

チエルお問い合わせ先

資料請求・お問い合わせ 導⼊をご検討中のお客様

どんなご要望でもお気軽にお問い合わせください。

お客様サポート製品をご利⽤いただいているお客様

製品についてご不明な点がございましたら、
最初に「テクニカルサイト」をご参照ください。

お電話は、⼟・⽇・祝⽇を除く午前1�0�:�0�0〜午後5�:�0�0まで受け付けております

問題が解決できない場合、下記の⽅法でお問い合わせください。

tech.chieru.net

support@chieru.co.jp

03-5781-8110

03-6712-9461

chieru-sales@chieru.co.jp

03-6712-9721

03-6712-9461

www.chieru.co.jp/mailform/inquiry/

お問い合わせフォームもご⽤意しています。
お問い合わせフォーム テクニカルサイト

チエルホームページ
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※記載されている会社名および商品名は各社の商標もしくは登録商標です。※記載の仕様などは予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

※Google�for�Education、Chromebook、G Suite�for�Education�、Google�Classroom、G�Suite、G�mail�はGoogle�LLC�の商標です。


