
TRAINOCAMP(トレノキャンプ)紹介資料
オンライン研修システムについて



◆オンライン研修システム TRAINOCAMPについて

トレノケートで提供するコースの応用やDXなど、最新のテーマを扱っていきます。

TRAINOCAMP(トレノキャンプ)は、
継続的な研修でチーム力の最大化を目指すための
法人向けオンライン研修システムです。



◆ TRAINOCAMPが解決する課題

⚫ エンジニア+人気の講師が
現場仕込みのコンテンツ

⚫ 業務に即した研修で、戦力
になるエンジニアの育成

⚫ リモートワーク時代に合わ
せた、オフィス・自宅どこ
でもオンラインで受講可能

⚫ 動画を見る、テキストを読
む、ハンズオン(実機演習)
、課題の反復練習で学習効
果向上

⚫ 社員の受講の進捗状況やテ
スト結果がひと目でわかる

⚫ 受講者にコース開始や終了
時に結果の通知

「TRAINOCAMP」3つのメリット

現場の業務に即した
コンテンツで、エン
ジニアを戦力化

オンライン受講シス
テムと課題の反復で
学習効果の向上

学習進捗状況の可視
化で、投資対効果を
把握



◆ TRAINOCAMPの特徴

研修効果を高める3つのポイント

講師×エンジニアによる相乗効果

教育担当者様の声をもとに作られた、現場仕込み
の教育コンテンツです。プロのIT技術講師の
インストラクションスキルに加えて、現場エンジ
ニアの知見、アドバイスを取り入れています。
すぐに仕事に生かせる技術を習得していただけます。

複数の学習形態で最大の効果を生み出す

動画だけ、HTMLテキストだけのEラーニングでは
能動的体験はなかなか生み出せません。
TRAINOCAMPのコースではその時々に応じた最適な
活動を組み合わせてカリキュラムを構成しています。
コーディングもハンズオンで体感し、演習も目安時間
を用意し効果的に学習できるようになっています。

教育担当者様向けの機能

進捗やミニテストの結果、添削課題の合否など
受講者の情報を分かりやすいダッシュボードで
管理できます。また、受講者の開始・終了の
進捗も連絡できます。
受講者の様子を確実に把握できます。



◆ TRAINOCAMPのコース

コース全体像
（ITエンジニア)

プログラミング(主にJava) AI(Python)

Javaによるデータ構造とアルゴリズム
Javaによるオブジェクト指向プログラミング

（集合研修、オンライン研修で提供）

JUnit習得コース
~ユニットテスト実践~

Springによる
WEBアプリ開発

マシンラーニングオーバービュー
～AIを支える技術・理論・利用方法を学ぶ～

（集合研修、オンライン研修で提供）

①AI数学とPythonによる図形描画

②AI 機械学習入門
~本格エンジニアになるための強化学習~

③AI ディープラーニング
~本格エンジニアになるための深層学習~

ITエンジニア向けのコンテンツで、弊社で提供している研修の続き、応用となるものです。
現場で困らないよう原理原則からしっかりと押さえ、ハンズオンと演習で実践的なトレーニ
ングを行います。

想定学習時間16時間
予定価格64,000円(税込)

想定学習時間8時間
予定価格30,000円(税込)

想定学習時間8時間
予定価格30,000円(税込)

想定学習時間24時間
予定価格98,000円(税込)

想定学習時間24時間
予定価格98,000円(税込)

※リリース時に価格は変更する可能性がございます

新人エンジニア必須
WEBセキュリティ入門

+アセスメント

想定学習時間8時間
予定価格30,000円(税込)

Git/Github
実践コース

想定学習時間8時間
予定価格30,000円(税込)



◆ TRAINOCAMPのコース

コース全体像
（DX ビジネス)

DX入門パッケージ DX本格コンテンツ
ビジネスパーソン向け

DXコンテンツ
Package_1: 意識改革

今、もっとも旬なIT情報を
ハンズオンで学習！ ビジネスパーソンのためのデータリテラシー

～データとは何かから始まる必須の一歩目～

データやITの活用で業務改善や企画に生かしたいノンITのビジネスパーソンに向けて、
ITの一歩目となる体験型コンテンツを作りました。
DXはテーマごとにパッケージ化され公開セミナーと連動して行われていきます。

想定学習時間8時間
予定価格30,000円(税込)

想定学習時間10時間
予定価格18,000円(税込)



コース詳細

JUnitで習得するユニットテスト

Javaエンジニアの必須スキルであるユニットテスト。
コードの正確性を高めるために、ユニットテスト
とは何かから始め、様々なケースに対応したテスト
コードの作成をハンズオン、演習にて行います。

新人Javaエンジニア必須！

プログラミングの基本文法、弊社Javaコースの
「Javaによるデータ構造とアルゴリズム」
および「Javaによるオブジェクト指向プログラミング」
と同程度の知識をお持ちの方

対象と前提

1. テストとは
テストの概念を学習し、ホワイトボックステス
トにおける分類を理解できるようにします

2. ユニットテストとは
ユニットテストのポイントを押さえ、JUnitによ
るテスト作成の準備をします

3. JUnitの機能と活用
ハンズオンで実践的にテストコードの記述方法
を学習します。テストコードの構造化や
テストフィクスチャのカテゴリ化などJUnitの機
能を利用していきます

4. モック、スタブによるテストとデータベース
テスト対象クラスが依存するオブジェクトを
「代役」で置き換える方法を学習します
また、データベースを扱うクラスのユニットテ
ストで、データベースの状態に依存しないテス
トを作成します

5.開発プロセス
テスト駆動開発や振舞駆動開発の手法を確認し
ゴールを明確にしてからテスト対象のクラスを
実装する方法を学習します

（動画6時間+演習2時間 想定8時間)

現場のベテランエンジニアの
mockitoに関するコラムなど

常にアップデートしたコンテンツ

予定価格30,000円(税込)



コース詳細

データリテラシーコース

今やすべてのビジネスパーソンが押さえるべき
データの活用法と伝え方とは？
データとは何かを一緒に考え、体感する、
DX人材を目指す最初の一歩。

全社員が持つべきデータ素養！

前提：エクセルの基礎操作を習得していると
学習がしやすいです。初めての方用に案内がありますので
ご安心ください。データに関する知識は問いません。

対象と前提

1. データを活用するために必要な「ヒト・モノ
・カネ・情報」を理解し、実務の中で知識を活
用できるようになる

2. データの発生源 (データソース) について理
解し、適切な測定⼿法を選択できるようになる

3. 測定したデータを適切に集計、可視化しイン
サイト (知⾒) を抽出できるようになる

4. データから得られたインサイトを適切に要約
し、表やグラフを活用してレポートできるよう
になる

（動画6時間+演習2時間 想定8時間)

会社の一部データを使用し、受講
者に実際に分析させてみる、改善
案をレポートさせてマクロの視点
を確認するなど、提出課題を人事

判断の材料にもできます

予定価格30,000円(税込)



受講に関するご提案

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

JUnit(2時間)

Webセキュリティ

JUnit(2時間)

JUnit(2時間) JUnit(2時間)

Webセキュリティ

Webセキュリティ Webセキュリティ

Web API Web API

「継続的な研修」をコンセプトに

受講例：週2回2時間をコンパクトな研修の時間にあてる
動画（6時間）、ミニテスト、最終課題提出

週1回や2回、継続的に研修を行うことでチームの生産性があがり、
新人エンジニアのスキルに対する不安を解消することができます。

TRAINOCAMPでは新人研修で身につく基礎スキルと
「現場で必要な実践スキル」との間を埋めるコースを多く企画しております。



◆弊社独自のハンズオン受講オプションについて

いつでも専門チューターのサポートが受けられる体験型受講

受講者ごとに決められた短期カリキュラムにそって学習しながら、不明点やつまづいた箇所で
いつでも専門チューターのサポートが受けられる、弊社独自のシステムです。
学習効果は、研修ルームで受講するのほぼ同じです。
TRAINOCAMPで扱われるコースは全てこの受講形態に対応しています。
こちらはオプション価格が発生します。

午前内容 補足

8:50PC環境構築の準備確認

9:00

動画視聴スタート
・受講方法
・ツールの準備案内
・動画講義&ハンズオン

思いついた時点でチャットツールに疑問を
投稿します。分からなくなったら即座にエンジニアに質問で
きます

10:00休憩 オンラインLiveと同じく休憩があります

10:10
演習
・演習内容の案内
・受講者さまが一斉に演習に取り掛かります

・サブ講師によるチャットサポート
・演習用の復習に電子教材を導入
・つまずきを押さえるヒントドキュメント (タイピングの
苦手な方のコピー用資料)をご 用意
・早く進む方の応用追加コンテンツを用意

10:30
演習解答例
続きの講義スタート

11:10休憩
11:20講義&ハンズオン

11:50ミニテスト
TRAINOCAMPのプラットフォーム上で行います。テストは
何度も受けられますが、初回点数から記録されます

12:00昼休憩

タイムスケジュール例



◆受講方法はオフィス、ご自宅いずれも可能

下記のように、オフィスだけでなく、貴社の会議室や受講者のご自宅でも研修ルームと変
わらない研修を体験することができます。

TRAINOCAMP：受講者の方は決められた時間
にTRAINOCAMPとTeamsにログインします
。Teams内で当日のスケジュールの案内や質
問対応をします。

サブ講師：実務経験のあるエンジニアが
対応します。チャット管理、ご担当者様との連
携

サポート担当：
Teamsでの受講者フォロー
進行役
通信やプラットフォームのトラブル監視とサポート

受講者の皆様（各所在地よりアクセス）

お客様オフィスの会議室など

・イヤフォンまたはヘッドフォンマイクをご用意ください
・有線LANのほうが無線LANよりは安定します
・PCに環境構築が必要な場合、事前に案内があります。受講前までに
ご準備ください

同じ教室で口頭でも
連携しながら進めます

トレノケート（西新宿）オフィス ご自宅など

または

インター
ネット

インター
ネット



お問い合わせ先

お問い合わせは以下のメールアドレスにお願いいたします。

TRAINOCAMP お問い合わせ先

pr@trainocate.co.jp

ご連絡をいただいた後、担当から折り返させていただきます。
サービスや、既に開発中のコースについてなどお答えさせていただきます。
また、新規のコース開発の内容に関するご要望など受け付けております。

DX人材育成のオンライン研修システム：TRAINOCAMP
9月14日リリース
https://camp.trainocate.co.jp/

トレノケート株式会社
〒163-6019
東京都新宿区西新宿6丁目8番1号
住友不動産新宿オークタワー19～20階

mailto:pr@trainocate.co.jp

