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詳細は詳細は詳細は詳細は We bWe bWe bWe b でででで     ▶▶▶▶     

Sample Sample Sample Sample チラシのタイトルチラシのタイトルチラシのタイトルチラシのタイトル    

COVID-19の感染拡大に伴い、景気の低迷が懸念される状況では、研修費用は交際費や交通費などと
並んで削減の対象になりやすい分野です。しかし、そんな今だからこそ、人材育成を止めてはいけません。
人材への投資と生産性は、密接な関わりがあるからです。 

新しい生活様式が求められる中でも人材育成を継続するため、トレノケートでは、新しい「人材育成」様式
をご提供して参ります。 

トレノケートのオンライン研修ソリューション 

トレノケートは時代の変化に応じた研修方法やラインナップをご用意しています。 教室に集合して行う形式のほか、オンラインやVRなどを活用
したサービスなど、人材育成のご要望に応じた適切なサービスをお選びいただけます。 

wiwiwiwiｔｔｔｔhhhhコロナ時代のコロナ時代のコロナ時代のコロナ時代の    
人材育成人材育成人材育成人材育成    オンライン研修オンライン研修オンライン研修オンライン研修    

オンライントレーニングサービス ラインナップ 

オンラインオンラインオンラインオンラインLive Live Live Live トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング    

ライブ配信、双方向で学習を進めるオンライン研修。 
講義、グループワーク、演習なども全てオンラインで実施
可能です。  

eeeeラーニングラーニングラーニングラーニング    

時間・場所を選ばずに学習できるオンデマンド型のコン

テンツ。 教材ご提供に加え、社内研修のライブ配信やオ

リジナルのeラーニング作成も承ります。 

マナマナマナマナVRVRVRVR    

VR動画を活用したリモート学習支援サービス。体感し主
体性を引き出すことで、学習効果を増大させます。  

TRAINOCAMPTRAINOCAMPTRAINOCAMPTRAINOCAMP    

eラーニングでの学習を質疑応答や課題添削でサポー
ト。教育担当者向けの管理機能や豊富な受講体験で研
修効果を高めます。  

P2P2P2P2----3333    P4P4P4P4    
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Microso� Azure トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング    

オンラインオンラインオンラインオンラインLive Live Live Live トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング    

実施例実施例実施例実施例    

Web会議ツールを使用して受講するスタイルのオンライン研修には、一般的に以下のメリットがあります。 

1. 集合せずどこからでも参加できる便利さ 

2. 移動・宿泊などの時間やコストの削減 

3. 「いいね」やチャットなど、オンラインならではのコミュニケーションのしやすさ 
 

上記に加え、トレノケートならではの強みが、次の4点です。 

1. 1. 1. 1. 高品質な研修をそのままオンラインで高品質な研修をそのままオンラインで高品質な研修をそのままオンラインで高品質な研修をそのままオンラインで    2. 2. 2. 2. 演習やグループワークも実施可能演習やグループワークも実施可能演習やグループワークも実施可能演習やグループワークも実施可能    

3. 3. 3. 3. 講師は各分野のスペシャリスト講師は各分野のスペシャリスト講師は各分野のスペシャリスト講師は各分野のスペシャリスト    4. 4. 4. 4. 柔軟で幅広い対応が可能柔軟で幅広い対応が可能柔軟で幅広い対応が可能柔軟で幅広い対応が可能    

世界有数のITベンダーから研修機関とし

て認定され 60回以上アワードを受賞して

います。お取引企業様のリピート率も90%

以上と、高い評価をいただいています。  

質疑応答はもちろん、演習やグループワー

クも実施可能です。アンケートやクイズ機

能を利用し、講師が受講者の理解度を把

握しながら研修を進めていきます。  

各分野の専門知識とハイレベルなティー

チングスキルを兼ね備えた専業の講師が

社員として多数在籍。きめ細やかな対応

で、効果的にオンライン研修を実施します。 

一社向け研修では Zoom以外の各種

ツールでも実施可能です。また既にオンラ

イン対応している200コース以外の研修

でも、オンライン化のご相談を承ります。  

遠隔でも本格的な演習で実践力を強化遠隔でも本格的な演習で実践力を強化遠隔でも本格的な演習で実践力を強化遠隔でも本格的な演習で実践力を強化    

演習が含まれる研修の場合、クラウド上のラボ環境や、トレノケート社内の演習環境に遠隔ログイン

する仕組みを構築し、演習を行っております。そのため、講座だけではなく演習を多く含む研修でも、

実践的な内容となっています。質問は音声・チャットの両方で可能ですが、チャットでは質問の心理的

ハードルが低くなるためか、対面の研修よりも質問がしやすい、というお声もいただいています。 

多拠点・多拠点・多拠点・多拠点・自宅での並宅での並宅での並宅での並行開催開催開催開催    

ご自宅や社内の会議室からのリモート参加と、研修会場の現地での参加を同時に行うハイブリッド型

での研修実施が可能です。お客様の研修担当者と弊社講師とでリモートでのリハーサルを入念に行

うことで、相互に安心した状態で研修に臨むことができました。リモート環境においても、臨場感を

持った「Live」な研修ができ、受講者にも好評でした。  

ワークショップや協同作業もリモートでワークショップや協同作業もリモートでワークショップや協同作業もリモートでワークショップや協同作業もリモートで    

ワーク内容を工夫することで、オンラインでも全員が関わり合い、作業し、楽しみながら進めることがで

きます。 ブレイクアウトルームやビデオ機能などを活用し、オンラインでも同様に学べるようなコンテン

ツを開発、実施しています。 この事例では、約40名の受講者が自宅からZoomでアクセスし、 クラス

ルームで実施した際と同様の「学び」「気づき」を得ていただくことができました。  
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    オンラインオンラインオンラインオンラインLive Live Live Live トレーニングトレーニングトレーニングトレーニング    対象コース対象コース対象コース対象コース    

コースコード  コース名 日数 価格(税込) 

DBC0099G 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〜 1日間 71,500 円 

MAC0006R ディープラーニング ハンズオン PyTorchコース -キカガク主催- 3日間 220,000 円 

    ◆ ◆ ◆ ◆ AI(AI(AI(AI(人工知能人工知能人工知能人工知能))))、、、、ML(ML(ML(ML(機械学習機械学習機械学習機械学習))))    

トレノケートのオンラインLive は、開始から半年で500社を超える企業から 20,000人以上の方にご受講いただいています。 
2020年9月時点のラインナップは200コース以上。下記に一部をご紹介します。  
オンラインLive の詳細や全てのコースは https://www.trainocate.co.jp/THL201028kb をご覧ください。 

    ◆ ◆ ◆ ◆ DXDXDXDX人材人材人材人材    

コースコード  コース名 日数 価格(税込) 

MAC0013R AIビジネス活用コース 1日間 77,000 円 

SWC0023V アジャイル開発入門 1日間 55,000 円 

MSC0650G PowerAppsで実践する業務アプリのローコード開発ハンズオン 1日間 77,000 円 

PRC0103G Pythonプログラミング1 基本文法編 2日間 88,000 円 

PRC0113V UiPath速習プログラム 入門編 2日間 110,000 円 

    ◆ クラウド◆ クラウド◆ クラウド◆ クラウド    

コースコード  コース名 日数 価格(税込) 

NFC0267G クラウドアーキテクト・ファーストステップ 〜体系的に学ぶクラウド活用の全体像〜 2日間 110,000 円 

AWC0026V AWS Technical Essentials 1 〜Amazon Web Services 機能概要〜 1日間 77,000 円 

MSC0661V Microsoft Azure 基礎(AZ-900T01) 1日間 66,000 円 

GGC0001V Google Cloud Platform Fundamentals: Core Infrastructure 1日間 55,000 円 

    ◆ ◆ ◆ ◆ ITITITITインフラ・セキュリティ・ネットワークインフラ・セキュリティ・ネットワークインフラ・セキュリティ・ネットワークインフラ・セキュリティ・ネットワーク    

コースコード  コース名 日数 価格(税込) 

NFC0294G ITインフラ構築実践1 〜要素技術を横断的に捉え、ITインフラを構築する〜 3日間 231,000 円 

SCC0272G 1日でわかる！情報セキュリティ10大脅威の攻撃手法とその対策 1日間 66,000 円 

CSC0426V CCNA BOOT CAMP (試験/バウチャー付) 8日間 566,500 円 

CSC0428V CCNP Enterprise BOOT CAMP 〜ENCOR編〜 (試験/バウチャー付) 8日間 632,500 円 

    ◆ ビジネス・ヒューマンスキル◆ ビジネス・ヒューマンスキル◆ ビジネス・ヒューマンスキル◆ ビジネス・ヒューマンスキル    

コースコード  コース名 日数 価格(税込) 

HSC0180G 【PDU対象】【1Day REAL】言いたいことをサクっと図で表わす技術  1日間 60,500 円 

HSC0072G 【PDU対象】効果的コミュニケーション・スキル  2日間 121,000 円 

HSC0032G 【PDU対象】プレゼンテーション・スキル 企画・作成編  2日間 110,000 円 

CN0067CG 【PDU対象】ロジカル・シンキングによる問題解決 ２日間 121,000 円 

HSC0089G 若手社員のためのタイムマネジメント 〜自己管理力を高め、チームに貢献する〜 1日間 55,000 円 



トレノケート株式会社トレノケート株式会社トレノケート株式会社トレノケート株式会社    

www.trainocate.co.jp 

〒163-6019 東京都新宿区西新宿6-8-1           住友不動産新宿オークタワー20階 

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-2-18 住友中之島ビル11階 

〒460-0004    愛知県名古屋市中区新栄町2-13 栄第一生命ビル6階  
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トレノケートトレノケートトレノケートトレノケート            検索検索検索検索    

 0120-009686  ((((無料) 無料) 無料) 無料)   

  eeeeラーニング教材ラーニング教材ラーニング教材ラーニング教材 

flyer_69v1 _2009flyer_69v1 _2009flyer_69v1 _2009flyer_69v1 _2009        有効期限有効期限有効期限有効期限2021/3/312021/3/312021/3/312021/3/31    

●提供分野●提供分野●提供分野●提供分野    

IT、ビジネスの幅広いジャンルから、インター
ネット経由で自主学習できるeラーニング教
材を多数ご用意しています。インターネット環
境があれば、好きな時間に自分のペースで
学習を進めることができます。 

先端先端先端先端ITITITIT・・・・DXDXDXDX    

プロジェクトマネジメントプロジェクトマネジメントプロジェクトマネジメントプロジェクトマネジメント    

ITITITIT入門・基礎入門・基礎入門・基礎入門・基礎    

セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ    

プログラミングプログラミングプログラミングプログラミング    

ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメント    

● ● ● ● ITITITITトレンド丸わかり トレンド丸わかり トレンド丸わかり トレンド丸わかり 2020202020202020年版年版年版年版    

DX時代を生き抜くために必要な、ITトレンドの基礎を
分かりやすく解説した人気コンテンツを最新版にリ
ニューアルしました。 

スピーカーと監修は「【図解】コレ一枚でわかる最新IT
トレンド」（技術評論社）の著者、ネットコマース株式会
社 斎藤 昌義氏です 

コースコード  コース名 価格(税込) 

ENX0194G 最新ITトレンド丸わかり 2020年版 〜DX時代のビジネス〜 13,200円 

POINT    

教材のPowerPointファイルはビジネスで自由に利用可能！ 

● ● ● ● eeeeラーニング受け放題パックラーニング受け放題パックラーニング受け放題パックラーニング受け放題パック    

学習者の入れ替えでさらにお得に！学習者の入れ替えでさらにお得に！学習者の入れ替えでさらにお得に！学習者の入れ替えでさらにお得に！    
同時に学習する人数が各パッケージのライセンス数以内であれば、利用期間内に学習者を変更することが可能です。 

パッケージのパッケージのパッケージのパッケージの    

特徴特徴特徴特徴    
1111年間定額年間定額年間定額年間定額    約約約約60606060コースコースコースコース

を何度でもを何度でもを何度でもを何度でも    

大人数向け大人数向け大人数向け大人数向け    

(30(30(30(30人〜人〜人〜人〜))))    

コースコースコースコース    

ラインナップラインナップラインナップラインナップ    

●IT基礎（ITSS「IT基本2」対応）  ●システム開発基礎  ●プロジェクトマネジメント 

●データサイエンス  ●情報リテラシ（Office）  ●ヒューマンスキル 

コースコード  コース名 価格(税込) 

THX0072V [ASP]eラーニング受け放題パックv2(同時30ライセンス) 1,320,000円 

THX0073V [ASP]eラーニング受け放題パックv2(同時60ライセンス) 2,508,000円 

THX0074V [ASP]eラーニング受け放題パックv2(同時90ライセンス) 3,696,000円 

同時学習人数 

30名 

60名 

90名 

ITエンジニア育成に必要な知識・スキルを網羅した約60コースが用意されており、同時学習者数の範囲内で学習者を入れ
替えることも可能です。そのため、教育費用を一定範囲に抑えつつ、学習者のレベルや職種に合わせて柔軟に受講スケ
ジュールを組むことができます。 

詳しくは▶ https://www.trainocate.co.jp/THT201028kb4 

詳しくは▶ https://www.trainocate.co.jp/END201028kb 

詳しくは▶ https://www.trainocate.co.jp/THT201028kb5 


