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変わり続ける世界の「変化」は「人」によってもたらされます。
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人が世界をよりよく変えられるように、

トレノケートは人材育成を通じて社会に貢献していきます。

記載の年号は、
トレノケートグループに参加

AUSTRALIA
2021~

代表挨拶

あるいは各拠点の設立した年です。

日頃より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

日頃より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

おかげをもちまして、
トレノケートグループは事業拠点を15か国26拠点

私たちは、“世界を変える
「人」
を育てる”というVisionを掲げ、IT人材の
育成を通じて社会に貢献するべく活動してまいりました。新型コロナウ

に拡大してまいりました。

イルス感染症の影響により、社会や企業の課題が浮き彫りになりました。
世界的にDX（デジタル・トランスフォーメーション）
の重要度が高まって

一方で、ITやデジタルの力が世の中に変革をもたらし、活路を開く契機

おり、
それに伴うIT人材およびDX推進人材育成のニーズが各国で非

となっています。ITやデジタルには世界を変える力がありますが、変革の
実現にはそれらツールを活用できる人材が必要となり、
その「IT人材」

常に高まっています。

「デジタル人材」
が不足しています。

そうした中、
日本においてもデジタル庁発足やDX投資促進税制の導入
など、国としてDX化を積極的に後押しする流れが強まっています。

私たちが25年以上にわたって提供し続けてきた
「IT人材育成」
は、今、
日本のIT業界を取り巻く環境は、IT人材不足、2025年の崖、
デジタル

DXの潮流に乗って、
より多くのお客様から求められています。

競争力の世界ランキング低迷など、厳しい状況にあります。

このご期待に応えるべく、
これまで以上に私たちはお客様の
「人材戦略」
「人材像」
に合わせた人材育成をご支援いたします。ITの知識やスキル

しかし、
日本が一体となって巻き返しを図ることで、
「世界と戦える日本」

をビジネスで活用するために、
インストラクターと多様なサービスをご用

に再び返り咲く日が来ると信じております。
我々の持つ最先端のIT・ビジネスのトレーニングや15か国のネットワー

意し、
お客様の課題解決に尽力いたします。企業の成長に、人材の成長

クを活かしたグローバル人材育成を通じて、
日本の明るい未来に貢献

は欠かせません。
お客様、
ひいては日本のIT人材不足の解消・デジタル

してまいります。

競争力の向上に向けて、
より一層努めてまいります。

今後とも一層のお引き立てを賜りたくお願いいたします。

今後とも一層のお引き立てを賜りたくお願いいたします。

トレノケート株式会社

トレノケートホールディングス株式会社
代表取 締役社長兼CEO

杉島

泰斗

代表取締役社長
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早津

昌夫

Mission

人材育成の未来を主導する

「人」は学びや経験によって、振る舞いや考え方が変わり、能力が向上していきます。

トレノケートは人材育成の未来を主導することで、そうした変化や向上を目指す全ての人を支援します。

4つの強みと実績

ビジネス×IT×グローバル

Strength

人材育成専門26年

提供コース数

1,400以上
2022年4月時点

● 新入社員から経営層までの全層をカバー

● 人材育成の全体設計を支援

年間受講者数

● グローバル人材育成に対応した研修を提供

● プロフェッショナルな講師陣

約

● 入門から上級まで着実な技術力向上を支援

世界15の国と地域に展開

● 実務に活かせるトレーニング

2年連続、世界で最も優れた
IT研修企業20社に選出

5.3万人

2021年12月時点

お取引企業

1,200社

約

2021年12月時点

通算アワード受賞回数

● 世界15の国と地域、26拠点

● グローバルITベンダーとのパートナーシップ

● トレーニングを提供している国数は、APAC No.1の
トレーニングベンダー

※トレノケートホールディングス株式会社として受賞
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65回以上
2022年4月時点

65

トレーニングパートナー

ITIL

Partnership

is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

アワード受賞歴

History of Awards

2005年から2021年までトレーニングパートナーより、65回以上のアワードを頂いております。
2021年

2020年
Google

Authorized Training Partner of
the Year 2020 (APAC)
AWS

Microsoft

Cisco

AWS

TH

Cisco

TH

Google

TC

2020 Instructor Excellence Award

TC

AWS Authorized Instructor of
the Year 2019

2020 Top IT Training Companies

Microsoft Partner of the Year
2021 Learning (Worldwide)

TC

2021 APN AWS Top Engineers

Training Industry

TH

2021 Top IT Training Companies

TC

AWS Authorized Instructor of
the Year 2020
AWS

Training Industry

TH

TC

2019 The Google Cloud Authorized
Trainer of the Year for Japan

TC

2021 Instructor Excellence Award

TH

＊すべての掲載された社名、製品名は、各社の商標及び登録商標です。
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トレノケートHDとして受賞

TC

トレノケート株式会社として受賞

トレノケート株式会社
会 社 名

所 在 地

会社概要

トレノケート株式会社

役

（旧グローバルナレッジネットワーク株式会社）

員

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

会社URL

代表取締役社長

取締役

顧問

事業内容

・オンラインLive トレーニング

・研修コンシェルジュ
・研修企画・カスタマイズ・教材作成など

・VR研修

従業員数

・テストセンター

・eラーニング

拠

取締役

監査役

浅井 良文
吉田 敦男
佐藤 正之

トレノケートホールディングス株式会社：https://www.trainocate-holdings.com

▶

・集合研修

取締役副社長

トレノケート株式会社：https://www.trainocate.co.jp

その他サービス

提供形態

井上 拓
鶴保 征城

ビジネススキル教育を中心とした人材育成
IT 技術教育、
▶

早津 昌夫

点

など

東京本社

〒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19〜20階
TEL 03-3347-9686（代）

大阪支店

〒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
TEL 06-4803-6950

名古屋営業所

117名

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-3-21 セントライズ栄10階
TEL 052-750-5120

トレノケートの歩み

History
TOP

20

1995年

2012年

2017年

2018年

2020年

グローバルナレッジネット
ワークインク 日本支社 設立

日本におけるAMAビジネス
を譲受し、現クインテグラル
株式会社を設立

トレノケート株式会社に社名
変更

米国TLG Learning社と戦
略的パートナーシップの締結

2020 Top IT Training
Companies に選出

アジアのブランド名を
TRAINOCATE に変更

Trainocate Taiwan Co. Ltd.
を設立

設立25周年

Digital Equipment
Corporation（DEC）の
教育部門から独立

トレノケートグループ

Global Knowledge Asia
Pte. Ltd. と統合

コース数

トレノケートグループは、AMAのコースを日本およびアジア６か国で唯一提供しています。
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約3倍

オーストラリアに拠点設立
2021 Top IT Training
Companiesに選出
株式会社クリスクを完全子
会社化

過去10年間の成長推移

Trainocate Group

2021年

Growth transition

受講者数

約5.5倍

研修会場
新宿・大阪・名古屋のラーニングセンターは、快適な環境と充実の機材をご用意して
います。駅からも近く通いやすい立地です。

〒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
TEL 03-3347-9686（代）

Facility

静かで清潔感のある学習環境で
集中して受講いただけます。

面倒な準備は不要！

■東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」
2番出口より徒歩3分
■都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」A5出口より徒歩6分
■JR「新宿駅」西口より徒歩13分

感染症対策

最寄駅から近く、複数駅からも
アクセスいただけます。

来場時の検温と手指の消毒、受講中の
3密及び飛沫拡散防止など安心して
受講いただける環境を整備しています。

〒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
TEL 06-4803-6950

喫煙スペース

丸ノ
内線

C8出口

南口

ロッカー

雑誌・書籍…弊社講師が執筆／寄稿した雑誌書籍を読むことができます
喫煙スペース…教室と同じフロア内に喫煙スペースを用意しております

PCスペース

41
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栄
町
駅

S8番出口
メルサ

三越

中日
ビル

ラシック

喫煙スペース

お手洗い

愛知芸術
文化センター
至 新栄町

栄駅

地下鉄東山線

広小路通

NHK
名古屋放送局
オアシス21
1番出口

錦通伊勢町

セントライズ栄
10F

■地下鉄東山線・名城線「栄駅」S8（サカエチカ8）番出口より
徒歩1分
■名鉄瀬戸線「栄町駅」1番出口より徒歩8分

駅

阪

大

JR

■名古屋ラーニングセンター

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄3-3-21
セントライズ栄10階
TEL 052-750-5120

お手洗い

な
に
わ
筋

■地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」7番出口より徒歩8分
■地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」
4番出口より徒歩2分
■JR東海道本線・大阪環状線「大阪駅」
桜橋口出口より徒歩15分
■JR東西線「北新地駅」西改札口より徒歩10分
■京阪中之島線「渡辺橋駅」4番出口より徒歩1分

ロッカー…コインロッカーをご用意しております

雑誌・書籍

2番出口

宿駅

ヒルトン東京
ホテル

■大阪ラーニングセンター

アイコンの説明文
ロッカー

西新
2番出口
東京医科
大学病院

大江戸線

ネットワーク環境や研修に必要なPCや
その備品は、
すべて完備しています。

便利な立地

西新宿三井ビル

住友不動産
新宿オークタワー
20F
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線線線
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快適な研修環境

拡大図

■新宿ラーニングセンター

名古屋市
中区役所
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DX時代の人材戦略 リスキリング
リスキリングとは

どう進める？DX推進人材育成、リスキリング…

リスキリングとは、
「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされる

DX戦略、育成の優先度の高い人材像は各社様ごとに異なります。トレノケートでは、

DX（デジタルトランスフォーメーション、以下DX）を推進する上で、人手不足が大きな

いたします。まずはお気軽にご相談ください。

スキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する／させること」です。

1,400を超えるトレーニングラインナップから、幅広いスキル領域の育成課題に対応

課題となっていますが、その解決手段としてリスキリングの導入が重要です。

DX人材育成ディスカッション

参考：リカレントとリスキリング

リカレント

学び直すために、いったん仕事から離れる。

リスキリング

個人が自主的に学ぶ。

現在の仕事の変化に対応できるよう、今後
必要となる知識やスキルを学ぶ。

自分のキャリアを考え、職場➡学校➡職場と
仕事と学びを往還しながら、多様な分野を学
び直し、自身のキャリア形成に生かしていく。

現時点では、DXの文脈において、主にデジ
タルスキルの学習に焦点が当たっている。

DX戦略
の策定

第2回 デジタル時代の人材政策に関する検討会

資料2-2

研修計画
策定

トレーニングマップ作成サービス

討議用資料を用いてDX人材育成の現状

貴社にて策定済みのDX戦略とDX人材

成計画のドラフト版を作成していきます。

ラインナップをマッピングします。レベル

他社事例などをご紹介しながら、役割別
の育成イメージを形にします。

することができます。

育成計画に、弊社の推奨トレーニング
定義や年次別のロードマップ作成にご活

用ください。

高度なITの知識・スキルを有しており、
その専門性を技術面で発揮する人材

リスキリング領域

＊有償でのご支援となることもございます。
まずはご相談ください。

自身の担当する業務において必要なIT

全ビジネスパーソン

モニタリング

DX人材育成ディスカッション
を伺い、ディスカッションを通じて人材育

石原委員プレゼンテーション資料

図の一段目・二段目の方を対象にリスキリングを推進することで、人材不足を解消

デジタル活用人材

研修実施

トレーニングマップ
作成サービス

DXを推進する上で、すべての人がデジタルの専門家である必要はありません。以下の

デジタル専門人材

スキル
ギャップ分析

企業が従業員の学びを主導する。

新しく価値創造するための
デジタルスキルを学習させる
出典：経済産業省

DX人材像
の定義

の知識を広く理解し、業務にて利活用
することを担う人材

人材育成ご担当の方へ

日常の業務を行う上で必要な基本的な

研修効果を最大化するには、人材開発の理論を学

ITの知識やスキルを身につけており、

んで、
研修の企画・運営を進めていくことが重要です。

デジタルの利用を主とする人材
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人材開発の基礎知識(Oﬀ-JT編)
1日 ¥66,000

HSC0149G

表示価格はすべて税込みです。

DX時代の人材戦略 リスキリング
デジタル活用人材へのリスキリング

カリキュラム例：デジタルビジネス企画力を向上

企業でDXを推進する人材を確保するのは、
「ITに詳しい人」
を外部から採用するだけ

課

改革するには「ITに詳しい人」だけでは実現できないためです。自社の事業やサービ

 競争優位性を構築すべく新規事業開発を活性化したい

委託のためのRFPを定義できたりすることが、DXの推進につながります。

 顧客接点の増加で業務部門でもIT企画力が必要に

では難しい状況です。なぜなら、
デジタルの力で
「自社のビジネス」
や
「現場の業務」
を

題

 IoTやAIなど新しいIT技術の利活用を推進したい

スを熟知している社員が、ITの知識やスキルを身につけ、IT化の企画を立てたり、外部

ICT部門への配置転換を戦略的に行い、Oﬀ-JT（トレーニング）
とOJT（実務による

ICT化の理解促進）
を通じて、業務部門の社員をICT人材としてリスキリングすること

目指す人材像

を目指した事例をご紹介します。

繰り返し思考し、試行してアイデアを形にできる人材
ユーザー志向で発想し、ペルソナや行動心理を可視化できる

●社内人材のリスキリング

ビジネスに活用する目的をもって、AI技術を理解している

配置転換とOff-JT／OJT

現場を熟知している既存社員の配置転換を行うことでリスキリングを推進することが

アイデアをもとに企画書をまとめ、社内外に提案ができる

できます。
新しいスキルを身につけるためには、
新たな現場で仕事を通して教育・サポート

を行うOJTと新しいスキルを身につけるためのINPUTとなるスキル教育の掛け合わせに

提 供 研 修

より、
効果的にリスキリングが可能です。

【PDU対象】
【オンラインLive】
【4.5H 2回】
デザイン思考入門

お客様事例：エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 P11

学習効果を高める＋eラーニング
（プラス-いーらーにんぐ）

2日 ¥94,600

研修とeラーニングの組み合わせが学習効果を高めます。事前学習と復習で研修を

サンドイッチするという学習スタイルにより、単体で研修を受講することに比べて、

AIプランナー入門

不明点の理解促進やスキルの定着率につながります。
＋eラーニング
事前学習に活用
基礎知識の修得や用語の理
解に活用。理解が浅い部分
やより詳しく学びたい箇所
を明確にし、研修で学ぶた
めに助走します。

ILT

（Instructor-Led Training）

事前学習で得た知識をベース
に、
実機演習、
ディスカッショ
ンやグループワークなど、集
合研修ならではの学習方法
を取り入れ、
より深く学びます。

BSV0003G

2日 ¥143,000

＋eラーニング
復習に活用

BSC0038G

【PDU対象】
成果につなげるIT企画提案
基礎編

集合研修で経験しながら学
んだ上で、
より深い理解を得
るために、
自分の関心が高い
部分やより強化したい箇所
を復習し、
学びを定着します。

1日 ¥71,500
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CNC0048G

イノベーションを日常的に行うための思考法を身
につけ実務に適用します。

機械学習を活用したビジネスアイデア創出とビジ
ネスプラン作成をワークショップで体験します。

提案経験がない、あるいは少ない方でも、ケース

スタディで標準的なプロセスを実践できるように
なります。

表示価格はすべて税込みです。

DX時代の人材戦略 リスキリング
全ビジネスパーソンへのリスキリング

eラーニング受け放題パック

DX推進のスピードを落とさないためには、すべての人材が自組織のDXを理解する

お得！

必要があります。DXを他人ごとにせず、誰にとっても「自分ごと」になることを目指す

お得な
価格設定

には、組織風土の改革も必要になるでしょう。

例えば、
「これまでのやり方に慣れているから変えたくない」
「ITは苦手だし、新しい
ことを勉強するのは面倒だ」といった、いわゆる抵抗勢力です。

事前学習

1つのパッケージで豊富なコースを復数人
に受講いただけるため、コンテンツの個別
評価や購買手続きなど社内処理を何度も
行う必要がありません。

復習

長時間の研修や遠距離の移動が不可能な
場合でも学習機会を提供できます。全ての
コースがスマホに対応しているため、場所
も選びません。

ご担当者様の
手間を削減

●全ビジネスパーソン人材へのリスキリング

多くの方々にDXへの理解を促進するためには、効率的で学習しやすい環境を提供

各自の
ペースで学習

することが大切です。

1人あたり4.4万円以下で定額受け放題とな
るため、予算内でなるべく多くの社員を育成
したいという課題にお答えします。

ITスキル
標準
ヒューマンスキル
ビジネススキル

約60コース
が受け放題

データサイエンス・
情報リテラシー

システム
開発基礎

プロジェクト
マネジメント

また、学習内容は、デジタルに関する知識やスキルに偏らず、仕事の変化に対応できる
マインドを醸成するために以下も合わせて行うことが重要です。

パッケージ名

同時学習者数

[ASP]eラーニング受け放題パックv2(同時30ライセンス)

 キャリア自律
 モチベーション
 学び変化し続ける姿勢態度

[ASP]eラーニング受け放題パックv2(同時60ライセンス)
[ASP]eラーニング受け放題パックv2(同時90ライセンス)

価格（税込み） プロダクトコード

30

¥1,320,000

THX0072V

90

¥3,696,000

THX0074V

60

¥2,508,000

THX0073V

上記コースは、
トレーニングバウチャ
（受講券）
となります。

eラーニング詳細

P57

カリキュラム例：変化に対応するマインド醸成
【PDU対象】
「キャリア自律」でこれからを考える 〜原
点回帰し、
「自分軸」を見つけるためのワークショップ〜

デジタル知識・スキル

1日 ¥60,500

マインド醸成

HSC0208G

【PDU対象】変化の時代を生き抜く！モチベーション 〜成果を出
す”私”になるためのセルフ・マネジメント(簡易版MSQ付き)〜
1日 ¥55,000
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HSC0164V

自分のキャリアは自分で考え、設計していくもの
です。過去からこれまでを棚卸した上で、今後の
キャリアへと展望を広げていきます。

仕事の仕方も大きく変化した今、モチベーションの

状態を見直し、いつでも自分のモチベーションを

セルフコントロールできるようになると、より楽しく、
生産性高く働くことができます。

表示価格はすべて税込みです。

お客様研修事例（DX人材）
研修の成果と課題

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

●ハンカチ売り場からIT・デジタル部門へ

関西最大手の流通グループ持ち株会社。
傘下に、
阪急阪神百貨店、
食品スーパーのイズミヤや阪急オア
シスなどがある。
東証一部上場。
2021年3月期の連結売上高は7391億円。
（取材日：2021年10月12日）

田中様：阪急阪神百貨店でハンカチ等の服飾品を担当していました。IT部門への異

動直後は、何をするのか分からず、不安でした。しかし、今は、お客様の行動や属性

DX人材を育成して、
「コミュニケーションリテイラー」
へ

データを活用し、裏方としてお客様の「楽しい」
「うれしい」をどうやって実現するかを
考えているとワクワクします。

●「学びのトリセツ」
とメンター制度で知識と心の支援

坂本様：私も含めて2020年に研修を受けた人が2021年度の受講者のためのメン

ター役になりました。
「学びのトリセツ*」
を使って振り返りを行い、知識面の支援ができ

執行役員
IT・デジタル推進室長

小山 徹 様

IT・デジタル推進室
コーポレートIT推進グループ
コーポレートIT企画部長 兼
プラットフォーム改革推進部長

右田 拓也 様

ました。2021年の受講者も、私たちと同様に店頭で働いていた者ばかりです。
メンター

IT・デジタル推進室
コーポレートIT推進グループ
コーポレートIT企画部

IT・デジタル推進室
IT・デジタル戦略部

坂本 尚紀 様

田中 紀行 様

が受講者と週1回1on1を2カ月間にわたって行い、心情面で寄り添い支援をしました。
＊研修効果を高めるためのトレノケート独自のツール。研修前後の働きかけにより、学習効果の最大化を図り、職場への
転移と学んだことの定着を促進します。

今後の展望

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社は、
グループビジョン
「『楽しい』
『うれしい』

『おいしい』
の価値創造を通じ、
お客様の心を豊かにする暮らしの元気パートナー」
を

●2025年大阪・関西万博の開催までにDX実現を目指して

「コミュニケーションリテイラー」
を推進しています。
トレノケートはコミュニケーション

財務部門の横串を通していくことで、大きな飛躍が期待できます。2025年大阪・関

掲げ、顧客とのダイレクトな接点開発と継続的な関係深化をはかるビジネスモデル

小山様：今後は売り場だけでなく、例えば、グループ会社を統括する人事、経営企画、

リテイラーを実現する上で、核となるDX人材の育成を2020年より支援しています。

西万博が開催されますが、その時までには、IT基盤はクラウド、ゼロトラストモデルを

コミュニケーションリテイラーを推進していく人材

を適える予定です。

目指したネットワーク、従業員はモバイルでの業務環境、そしてDXの実現といったこと

●お客様が好き、小売りが好き

小山様：百貨店の店頭で販売等を担当していた社員をDX人材として育成しています。

2021年提供研修

お客様の潜在的ニーズを考えることができるのは、大前提としてお客様が好きで、

全17コース、29日間、一社向け研修として一部のコースを除いてオンラインで

小売りが好きなメンバです。そのようなメンバがITやDXの知見を持てば、お客様の

提供しました。

心をつかむことができるのではないでしょうか。

●一人ひとりがエバンジェリスト（伝道師）となるよう目指して

●IT、コンサルティング、企画、上流工程、プロジェクトマネジメント
●エバンジェリストとして必要なスキル

導いていくのか、この3つのことを意識し実行できる人です。小売りの現場経験があり、

●配属後、学習した内容を実践できるよう演習中心

（クリティカルシンキング、ヒアリング、プレゼンテーション、交渉スキル等）

右田様：必要な人材は、将来の絵姿を作り、現業も大切にし、いかにして現場を将来に

IT・DXの知見もある人が、場合によっては売り場に戻りながら、
そこでエバンジェリスト

https://www.trainocate.co.jp/h2o22a

（伝道師）
としてIT・デジタルの推進をしていくことが目指したい姿です。
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お客様研修事例（新入社員）
SCSK株式会社

株式会社電通国際情報サービス

約350名の新入社員をオンラインと集合研修で、開発もインフラも分かる
ITエンジニアに

新入社員時代から、自律して自分を伸ばせるビジネスパーソンへ成長してほしい

することになりました。3密に配慮して集合研修も組み合わせて実施しました。

研修内容

2012年より、ビジネスマナーから提案活動までを経験できる、総合シミュレーション
研修を提供しています。

2020年春、全ての新入社員が在宅勤務となり、急遽、オンラインによる研修を提供

研修内容

約350名の新入社員に対して約60日間にわたって下記研修を実施
段階

基礎編

研修期間
インフラ
20日
開発
24日

応用編

総合演習
7日

実務編

配属先に合わせて
5〜8日

研修目的・概要
ネットワークやデータベースの仕組みを理解し、各種OSの
構成や運用管理ができるようになる。

集合研修と同等の理解

期間

ビジネス
シミュレーション

5日

ビジネスマナーの実践・提案の
一連の流れを体験。

トランジション研修

1日

リーダーシップ行動とは何か、
新入社員に必要な主体性を知る。

5日

チームでリーダーシップ行動を発揮し、
顧客の要望を捉えた提案を行う。

個人評価報告書

アイレット株式会社
在宅勤務中の新入社員に、オンラインでビジネススキル研修を実施

総合演習までに学習したことに加え、現場業務に必要な
スキルを学ぶ。

研修内容
コース名

の重要性を体感

きめ細かな

https://www.trainocate.co.jp/isid22a

演習環境に必要なインフラを新入社員が自ら構築し、Web
アプリケーションをチームで開発しデプロイする。
その成果や学びを発表する。

スケジュール・品質管理

配属後、即実践

上記は2021年実施内容です。

成果
オンライン研修でも

概要

コース名

提案活動総合演習

アルゴリズムを学んだ後、Javaを使ってWebアプリケーション
開発ができるようになる。

成果

ビジネスマナー・
ビジネス基本行動実践

ニューノーマルで

必要となるスキル

成果
期間

概要

5日

ビジネスマナーに加え、社会人に求め
られる主体性、
思考力、
遂行力を養う。

演習7割で、常にPDCAサイクルを意識した進め方を行いました。

「自ら発し、言語化する」

●VR動画の活用
名刺交換については、オンラインではできなかったため、
VR動画配信サービス（P61）で学習しました。

https://www.trainocate.co.jp/scsk22a

主体的に自ら

学ぶ姿勢を養う
バーチャルチームでの
コミュニケーション
スキル向上

https://www.trainocate.co.jp/iret22a

2021年も同規模の研修の改善を行った上で、提供しております。
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オンラインLive トレーニング
オンラインLiveのメリット

研修イメージ

移動・宿泊などの
時間・コストの削減

どこからでも参加できる

スライドや講師の様子を確認できます。挙手や質疑応答も可能です。

オンラインならではの
コミュニケーションの
しやすさ

オンラインLiveの実績

オンライン

76%

全研修の76%が
オンラインで受講

（2021年1〜12月）

満足度約90%

満足

90%

（アンケート結果より）

受講環境
定期開催（公開）

一社向け開催

プラットフォーム

Zoom

原則としてZoom、
その他プラットフォームも対応可能

参加方法

専用アプリ、
モバイルアプリ、
Webブラウザ

専用アプリ、
モバイルアプリ、
Webブラウザ
（Zoom使用時のみ）

教材テキスト

電子テキスト
（P14参照）

電子テキスト/紙テキスト
（研修やご要望に応じて異なる）

演習環境

IT研修ではリモート操作あるいは同等の演習環境を提供
（P14参照）
その他の演習は定期開催準拠

受講環境

サテライト受講（P15参照）

板書が必要な場合は、
カメラを切り
替えながら進めていきます。
動画で紹介

受講者への端末貸し出しも対応可能
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https://youtu.be/lftnD7CoC3A

オンラインLive トレーニング
教室と同等の演習環境

電子テキスト
マーキングや検索が便利に

リモートラボ：オンラインから演習環境にアクセス

文字列やしおりの検索可能

教室と同等の演習環境に、
ご自宅やオフィスからアクセスいただけます。
必要に応じて、
受講者
の演習画面を講師が確認します。操作を見ながらチャットや音声でその場でサポートし、演習
でつまずいた点などの疑問を確実に解消して、演習を進めていきます。
ご自宅・オフィス

しおりやマーキングはいつでも編集可能

テキストの閲覧が容易に

トレノケート

図版をフルカラーで閲覧

演習環境

遠隔から
アクセス

図版や文字を拡大表示

保管や研修後の利用が楽に

必要に応じて受講者
の操作画面を閲覧

さまざまなデバイスで閲覧可能
複数のデバイス間での情報の同期

チャットや音声などによる質疑応答

印刷が可能
個人でのご利用に限り、印刷およびPDF出力が可能

ブレイクアウトルーム：グループワークは講師が巡回してサポート

（一部のテキストは対応しておりません。）

グループワークは、Zoomのブレイクアウトルームを利用します。オンライン研修のインスト
ラクション・スキルを身につけた講師が各グループの状況を見ながらアドバイスをすること
で、オンライン上でも活発な議論やワークに導きます。
講義
メイン会議室

5年間閲覧
研修コースの開始日から5年間閲覧可能

グループワーク・演習
ブレイクアウトルーム

クラウドストレージ・
ホワイトボード機能

5

years

上記は、弊社オリジナルコースで使用する電子テキストのメリットです。

ファイルの

プレイバックサービス

共同編集

プレイバックサービスとは、弊社が指定するオンラインLiveの講義録画を研修受講後、
繰り返し視聴できるサービスです。受講後の復習にお役立てください。対象コースや
利用条件などはWebをご確認ください。

巡回による演習サポート

https://www.trainocate.co.jp/playback22a
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オンラインLive トレーニング

集合研修（対面）

サテライト受講

集合研修のメリット

トレノケートの大阪、名古屋会場からサテ
ライト受講することが可能です。

会 場が「 L i v eサテライト大 阪 」もしくは

「 L i v eサテライト名 古 屋 」となっている

日程を選択し、
コースをお申し込みください。
PC・ネットワーク環境の準備は不要です。

学習に集中できる

きめ細やかな学習サポート

対面や実機での演習

他社交流による越境学習

研修に適した環境を準備

イヤホンはご持参ください。

細かい表情や仕草を講師が察知

サポート体制
専任スタッフによる巡回、トラブル対応
セキュリティ専門家監修のもと、リスク
軽減策の実施

物理的な機材や道具を用いた演習

ベストプラクティスをもとに運用手順を
体系化

安心・安全に受講いただくための取り組み

専任スタッフが、全オンライン研修の進行状況を常時チェックし、
トラブルがあれば迅速に対応します。

弊社研修会場では経団連の対応例に準拠した感染対策など、お客様が安心して

定期開催（公開）
コース受講の流れ
お申し込み

受講票＊1
メール

ベンダートレーニングアカウント＊2
などの取得

名刺交換や雑談などの機会が多い

ご来場いただけるよう取り組んでいます。

受講案内・事前準備
（URL記載）
メール

受講用URLに
アクセスし
Zoomの起動

受講日の
1営業日前まで

受講日の開始
時刻15分前

ご来場時

受講中

設備・社員の対応

ご来場者全員に以下を
お願いしています

座席間隔を確保

清掃・消毒の徹底

換気の徹底

体調管理の徹底

飛 沫 防 止パーティ
ションを設置

テレワークやオンラ
イン会 議を奨 励し
感染リスクを低減

検温
手指の消毒

＊1 お席が確保できた段階でお送りする受講票には、
受講に必要なURLの記載はありません。
＊2 トレーニングによっては、
お申し込み時にアカウントが必要となります。
詳しくはこちら https://www.trainocate.co.jp/reference/vendor-acount.html

マスクの着用必須
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定期開催と一社向け研修
オンライン研修、集合研修（対面）ともに、定期開催と一社向け研修として提供しています。

一社向け研修

定期開催
豊富な日程・コースからご都合に
おすすめポイント

貴社のニーズや課題に合わせた柔軟な対応が可能

合わせて選択可能

研修内容のカスタマイズ

他社交流による越境学習が可能

複数の学び方の提案（Blended Learning*）
＊Blended Learning（ブレンディッド・ラーニング）
とは、対面形式での集合研修やオンライン、eラーニングなど複数の
学び方のスタイルを組み合わせたものです。
それぞれの特性を活かして、研修効果を最大化することを目指しています。

コース

日程

人数

約1,400コースから選択可能

1. 人材育成の課題を
ヒアリング

人気コースは月2回開催
最大9カ月先の日程まで公開

2. 最適な育成プラン
をご提案

1名からお申し込み可能
＊最少催行人数に満たない場合は開催が
キャンセルとなります。

オンラインLive
研修形態

お申し込み方法

集合研修会場：新宿・大阪・名古屋
研修会場

P6

Webからお申し込み

3. 会場や機材の
手配

4. 振り返り・
レポート

人材育成の課題を伺い、最適なプランをご提案します。

ご要望に合わせて研修内容・期間などをカスタマイズすることもでき
ます。
学習効果を最大化できるように、
研修形態は、
オンライン・集合・
eラーニング・一社向け・定期開催などを組み合わせてご提案します。
弊社新宿、大阪、名古屋の各会場をご利用いただくこともできます。
また、研修に必要なPCなどの機材も手配します。
ご要望に応じて、研修全体および各受講者の評価レポートを提出
します。良かった点、課題点を明確にして、次回研修の企画・運営
に活かしていただけます。

弊社営業担当またはWebよりお問い合わせください。

お申し込みガイド P63
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トレーニングマップ
（IT分野）
ベンダー認定トレーニングやその他IT研修を幅広く提供しています。下図のベンダーニュートラルとは、特定のベンダーの製品に依存しない内容のコースです。
デジタル版のカタログの場合、下記項目をクリックしていただくと、該当ページあるいは該当Webページを参照できます。

クラウド
（IaaS/PaaS）
クラウド

（ベンダーニュートラル）

P28

ネットワーク
ネットワーク

（ベンダーニュートラル）

P30

Amazon Web Services
P21-23

Microsoft Azure P24-26

Cisco

仮想化
コンテナ

セキュリティ

P31-33

情報セキュリティ

P39

EC-Council

P39

Trend Micro

P40

（ベンダーニュートラル）

Palo Alto Networks

P39

Microsoft

デスクトップ仮想化、
Hyper-V

VMware

OS
P38

P38

P35

Google Cloud（GCP） P29

Linux

P42

Linux

P37

IBM AIX

P21-23

Power Systems

P27

セキュリティ・コンプライアンス・ID

Windows 10

Red Hat OpenShift

Amazon Web Services

Microsoft

Microsoft Windows Server

Kubernetes&Docker

P37

IBM Cloud
OpenStack

その他

Red Hat Enterprise Linux

その他

ITインフラ

P34

詳細なトレーニングマップおよび日程表は、
こちらからダウンロードできます。 https://www.trainocate.co.jp/ﬂyer22a
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トレーニングマップ
（IT分野）
ベンダー認定トレーニングやその他IT研修を幅広く提供しています。下図のベンダーニュートラルとは、特定のベンダーの製品に依存しない内容のコースです。
デジタル版のカタログの場合、下記項目をクリックしていただくと、該当ページあるいは該当Webページを参照できます。
ストレージ
サーバー
データセンター

データベース
AI
データ分析

IT運用管理
ITサービスマネジメント

Cisco Data Center

P32

ITインフラ運用

P34

ITサービスマネジメント P36

Certiﬁed Data Center

ITIL

P36

データベース

（ベンダーニュートラル）

P36

P41

Microsoft SQL Server P42
Microsoft Azure SQL
P42
Database
Oracle

ServiceNow

Web
プログラミング
RPA

P41

PostgreSQL

Java

P43

Microsoft 365

P42

Python

P44

Power Platform

P43

JavaScript

Salesforce

Web
HTML

kintone

CSS

Visual Basic
.NET

MongoDB
Microsoft Azure AI・データ分析 P26

P45

C#

Microsoft Azure開発

P24

Google Cloud（GCP） P29
AI

クラウド
（SaaS）

UiPath

P44

詳細なトレーニングマップおよび日程表は、
こちらからダウンロードできます。 https://www.trainocate.co.jp/ﬂyer22a
18

トレーニングマップ
（ビジネス分野）
スキルごとに研修分野やコース（一例）を記載しています。

デジタル版のカタログの場合、下記項目をクリックしていただくと、該当ページあるいは該当Webページを参照できます。
ビジネススキル
戦略立案 理念浸透 マーケティング
アカウンティング ファイナンス

組織

人材開発

戦略立案、
理念浸透

人材開発理論

ストラテジックプランニング

人材開発の基礎知識(Off-JT編)

業務知識

会計・販売物流・生産管理

P47

コンサルタント養成 サービスマネジメント
ビジネスアナリシス

プロジェクトマネジメント
PMP
プロジェクトマネジメント
入門・基礎・応用・実践

人材開発の基礎知識(OJT編)

P49

ITIL /ITサービスマネジメント P36

P49-50

ビジネスアナリシス・要件定義 P47

魅力ある研修や教材作りのノウハウ

プロジェクト・メンバーのための

マーケティング

研修講師養成

IT人材のためのプロジェクト入門

マーケティングの基礎

トレイン・ザ・トレーナー

プロジェクトマネジメント(前編)

アカウンティング ファイナンス

キャリア開発

営業力

P48

P47

ソリューション提案

P48

営業力・コンサルティング

P48

業務改革とシステム化

P47

RPA・業務プロセス改善

P47

IT人材のためのスキル強化

P46

プロジェクト入門

プロジェクトマネジメント(後編)
プロジェクトを成功に導く委託先管理

アカウンティング・ファイナンスの基礎

システム企画・RFP

「キャリア自律」
でこれからを考える

進捗会議のツボ

50歳からのキャリアプラン・ワークショップ

会計・販売物流・生産管理

詳細なトレーニングマップおよび日程表は、
こちらからダウンロードできます。 https://www.trainocate.co.jp/ﬂyer22a
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トレーニングマップ
（ビジネス分野）
スキルごとに研修分野やコース（一例）を記載しています。

デジタル版のカタログの場合、下記項目をクリックしていただくと、該当ページあるいは該当Webページを参照できます。
ヒューマンスキル
個人に必要なスキル

P51

リーダーシップ

P51

プレゼンテーション

P51

ファシリテーション

P51

P51

モチベーション管理

P51

フォロワーシップ
時間管理
IT人材のためのスキル強化

グローバルスキル

思考する力

世界各国共通・英語対応

組織を動かすために必要なスキル

コミュニケーション

ネゴシエーション

コンセプチュアルスキル

マネジメント

ロジカル・シンキング
IT人材のためのロジカル・シンキング入門
ロジカル・シンキング・エッセンシャルズ

マインドセット

P53

コミュニケーション
Leading Effective Virtual Meetings

クリティカルシンキング
クリエイティビティ
クリエイティビティ＆イノベーション

P52

デザイン思考入門

新任管理職のための評価者研修 〜全体像を知る〜

ダイバーシティ＆インクルージョン
P54
(D&I)
リーダーシップ
Preparing for Leadership

マネージャのためのチームビルディング

問題解決・意思決定

Inclusive Leadership

P52

コーチング

P52

ロジカル・シンキングによる問題解決

マネジメント

P52

OJT支援

P52

データ分析

Successfully Managing People

ビジネスプロフェッショナルの情報分析

ファシリテーション

P46

P54

P53

詳細なトレーニングマップおよび日程表は、
こちらからダウンロードできます。 https://www.trainocate.co.jp/ﬂyer22a
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AWS（Amazon Web Services)
AWS認定トレーニングは受講者数累計23,000人以上

トレノケートのAWS認定トレーナー

トレノケートはAWS認定トレーニングパートナー
（Advanced)です。

山下 光洋

2013年より、AWSによる厳正なレビューを合格したAWS認定講師

＜得意分野＞
Serverless、
バックエンド開発、設計全般
＜主な活動＞
AWS Community Builders Serverlessカテゴリ /
2021 APN AWS Top Engineers（100名）
選出 /
AWS 認定インストラクターアワード2018、
2019、
2020を日本で唯一受賞
（3年連続受賞につき殿堂入り）
/ ヤマムギ
（ブログ、
Youtube、勉強会）/ JAWS-UGなど
コミュニティ協力 / 多数 AWS 著書出版

が、AWSの多種多様なサービスを効率的に学習できるAWS認定
トレーニングを提供しています。これまでのAWS認定トレーニング

累計受講者数は約23,000人以上。当社の品質を評価いただき、多く
のお客様よりリピートいただいています。

AWS トレーニングの特徴

三浦 美緒

1. 高い実績のあるトップランナー

＜得意分野＞
システム運用、Linux/UNIXシステム管理、
好きなAWSの
サービスはCloud WatchとCLI
＜主な活動＞
DX人材育成ソリューション提案活動 / DX人材育成関
連各種講演 / AWS著書出版

① 累計23,000人以上のAWSエンジニアを育成
② AWSからの表彰

認定トレーニングパートナー：APN Training Partner of the Year
講師：AWS Authorized Instructor of The Year 2018-2020
（山下光洋）

金井 仁

※3年連続受賞により殿堂入り

2. 現場経験の豊富な認定講師が複数在籍、実践的なスキル習得が可能

山下 光洋

髙山 裕司

三浦 美緒

海老原 寛之

＜得意分野＞
構築・運用自動化 / コンテナ技術
（Docker,Kubernetes）
/ ネットワーク技術全般
＜主な活動＞
JAWS-UGなどコミュニティ協力

金井 仁

山下より受講者のみなさまへ

3. 受講計画が立てやすい、豊富な開催日程

髙山 裕司
＜得意分野＞
ソフトウェア開発全般（フロントエンド・バックエンド）/
サーバーレスアーキテクチャ
＜主な活動＞
JAWS-UGなどコミュニティ協力

海老原 寛之
＜得意分野＞
クラウド運用管理 / ハイブリッドクラウド、
マルチクラウド
設計 / IoT / ビジネスディベロップメント
＜主な活動＞
JAWS-UGなどコミュニティ協力 / AWS 著書出版 / マ
イクロソフト認定トレーナー（MCT）
認定資格
AWS認定クラウドプラクティショナー
AWS認定ソリューションアーキテクト - アソシエイト
AWS認定SysOpsアドミニストレーター - アソシエイト
AWS認定デベロッパー - アソシエイト
AWS認定ソリューションアーキテクト - プロフェッショナル
AWS認定DevOpsエンジニア - プロフェッショナル
AWS認定データアナリティクス - 専門知識
AWS認定セキュリティ - 専門知識
AAI Champion
AWS認定機械学習 - 専門知識
AWS認定高度なネットワーキング - 専門知識
AWS認定データベース - 専門知識

技術とそのよりよい使い方を知ることは、目の前の世界を変えることに繋がります。もしも目の前に、
手作業によるミスや長時間労働、それが当たり前という世界が拡がっていたとすれば、技術の使い
方を知ることでその世界は変わるかもしれません。試したいことがあるのに多くのコストがかかり
チャレンジできない、それは仕方ないという世界だとすれば、技術によってコストを多く使わずに
チャレンジすることができるかもしれません。今いる世界の当たり前は、少し選択肢が増えることで
当たり前ではなくなるかもしれません。もちろんすべてを同じ方法で解決できるわけではありません
が、技術とベストプラクティスを一つでも多く持ち帰っていただくことで、一つでも多くの課題が解決
されると信じております。世界を変える可能性を感じながらトレーニングを楽しんでください。

基礎コース：ほぼ毎週開催

Associateコース：毎月1〜2回開催
Professional/Specialityコース：新規コースを順次開催
（四半期に1回等）
オンライン開催多数のため、地域を選ばずご受講可能

4. 一社向けトレーニングも多数開催
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AWS（Amazon Web Services)
AWS Cloud Practitioner Essentials (V3)

AWS 基礎コース

AWS Cloud

AWSの基礎的な内容を1日で学ぶコースです。AWS初学者の方や基礎からしっかり学

Practitioner Essentials

びたい方に最適なコースです。基本的なサービスの概要を講義中心で学ぶAWS Cloud

Practitioner Essentials、ハンズオン演習を通じて、手を動かしながら各サービスの

特徴を学ぶAWS Technical Essentials、AWSにおけるセキュリティの様々な設計

1日 ¥77,000

AWC0062V

1日 ¥93,500

AWC0065V ※1

AWS認定
クラウドプラクティショナー

原則とサービスについて紹介するAWS Security Essentialsの3つのコースがあります。
＜受講者の声＞
実際の運用想定で話をして頂けるので、イメージがしやすかったです。

AWS クラウドについて特定の技術領域ではなく、
1日で総合的に学習できるコースです。座学のみ

となりAWS環境を用いた演習がないので初めて
AWSを学ぶエンジニアの方や、
マネージャ職など

ビジネス層の方にもAWSの特徴や利点、サービス
の概要を学ぶことができます。

＊2022年4月よりバージョン3に変わり、
内容が更新されました。

AWS Technical Essentials

自身の担当する業務にどのように反映していくか楽しく考える事ができました。

NEW

社外研修をオンラインで受講したのは初めてでしたが、特にストレスなく研修を受けることが

できました。現地に行かなくてもこのような研修を受けられるので、次回以降も気軽に申し込

AWS
Technical Essentials

1日 ￥77,000

みができそうです。

AWC0092V

AWS のコアサービスを使った Web システムの

環境構築を1日で学習できるコースです。演習が
メインとなり、実際に手を動かしながら各サービ
スの特徴とベストプラクティスに沿った構成を構

築する方法について学びます。本コースはAWS

わかりやすい例えを交えての技術用語・概念の説明をいただきありがとうございました。
（認証、
認可）AWS社独特の用語からはイメージできないことの理解の助けになりました。

Cloud Practitioner Essentials（AWC0062V）

今回はAWSの関する正しいシステムの構築方法を学び、現在運用しているシステムの構築方法の

経験を積んでいただくよう設計されたコースにな

をご受講された方に、ラボを中心により実践的な

見直し・最適化 及び部内・社内への技術浸透を図る目的で参加いたしました。結果、色ーなサービ

ります。

スを組み合わせることでベストプラクティスに導けることが分かりましたし、現在のシステムをより

＊2022年4月より AWS Practical Startup Workshop の
継承コースとして提供しています。

良くするための足掛かりもつかめました。なので、早速社内に持ち帰って活用してみようと思います。
ありがとうございました。特にアンチパターンについて、なぜダメなのかも解説してくれる点や、
ネットで浅く調べるだけでは知り得ない内部ロジックの話、実業務での利用を想定した高度な負

AWS Security Essentials

荷分散など、実務に役立つ研修だったと思います。ネットでよくある「こうすれば動く」ではなく

「こうすれば動くがこういう点に考慮が必要」まで教えてくれることは貴重な経験だと思います。

AWS Security Essentials

受講後に市販の問題集をさらっと解いてみたのですが、受講前よりは各段に理解度が上がって

1日 ¥77,000

いました。
とはいえ、
まだまだ分からないところも多いので、復習＆追加学習が必要と感じました。

AWC0064V

AWS のセキュリティの基本を学びます。AWS クラ
ウドを使用する際のセキュリティ上の利点と責務を
認識できるようになります。

AWSを実際に触ることができることが大きなメリットでした。また、Zoomの機能を使っての

グループワーク、Googleスライドを使ってのドキュメント作成など、オンラインでも最大限できる
ことが用意されていたのが印象的でした。非常に良かったと思います。

普段、構築の機会のない演習（ラボ 2: トランジットゲートウェイを設定する など）が多く、有益だった。

※1 バウチャ1枚[試験用]付のコース
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表示価格はすべて税込みです。

AWS（Amazon Web Services)
運用エンジニア

各分野のスペシャリストを育成する役割別コース

Systems Operations on AWS

ロール（役割）ごとに必要な知識を習得するための上位コースが用意されています。
おすすめの学習フローをご参考に、スキル習得プランをご検討ください。

設計エンジニア
Architecting on AWS
3日 ¥231,000

AWC0003V

3日 ¥255,200

AWC0006V ※1

3日 ¥231,000

AWC0059V

3日 ¥278,300

AWC0060V ※1

AWS認定ソリューションアーキテクト
-プロフェッショナル

ンの設計の基本を体系的に学習できるコースです。
実機演習や、グループディスカッションを通じて実

3日 ¥231,000

AWC0004V

3日 ¥255,200

AWC0007V ※1

3日 ¥255,200

AWC0008V ※1

DevOps Engineering on AWS

AWS上で複雑なソリューションを作成する方法に
ついて学びます。AWS Direct Connect、AWS

3日 ¥231,000

AWC0089V

3日 ¥278,300

AWC0090V ※1

AWS認定DevOpsエンジニア
-プロフェッショナル

Storage Gatewayなど、ハイブリッドアーキテク

チャのサポートに特化したAWSサービスを紹介し
と可用性に優れたアプリケーションを作成するた

めの設計のベストプラクティスについても学びます。

Security Engineering on AWS

AWS上でコードを利用してアプリケーションを開発

する際に必要な基本概念や基礎の理解をはじめ、

3日 ¥231,000

AWC0079V

3日 ¥278,300

AWC0080V ※1

3日 ¥231,000

AWC0113V

※1 バウチャ1枚[試験用]付のコース

上でアプリケーションを開発、デプロイ、維持する
方法を学習します。DevOpsメソドロジーの主な

基本原則の概念とプラクティスを理解し、さまざま

なシナリオに最適なテクノロジーを選択できるよ
うになります。

AWSクラウドで安全な環境を維持するための知識
を習得します。

専門分野の資格であるAWS認定セキュリティに
対応しています。

AWS認定セキュリティ - 専門知識

セキュアで信頼性が高く、スケーラブルなAWS

ベースのアプリケーションを開発する方法を学習
します。

NEW

Developing
Serverless Solutions on AWS
3日 ¥231,000

Advanced
Developing on AWS

最も一般的な DevOpsパターンを使用して、AWS

専門分野
（スペシャル）
コース

ます。また、AWS上でスケーラブルでセキュリティ

AWS認定デベロッパー-アソシエイト
NEW

を用いたAWSリソースの基本操作も学習します。

DevOpsエンジニア

践的な知識とスキルを身につけます。

開発エンジニア
Developing on AWS

AWC0005V

役立つ各種サービスや機能を体系的に学習できる

コースです。AWS CLI（Command Line Interface）

AWS認定SysOpsアドミニストレーター
-アソシエイト

AWSクラウド環境でのインフラ、アプリケーショ

AWS認定ソリューションアーキテクト
-アソシエイト
Advanced
Architecting on AWS

3日 ¥231,000

コードやテンプレートを活用した運用の自動化に

AWS上でサーバーレスなマイクロサービスを実装

AWC0114V

AWS のサービスを利用してサーバーレスアプリ

ケーションを開発する際に必要な知識やベスト
プラクティスについて、開発時の課題とトレード
オフを見極めながら推奨事項の選択について座学
とハンズオンを通して学びます。

する際に必要となる設計原則や、開発知識について
座学とハンズオンを通して学びます。

＊必要なご受講済み前提コース、
同等の知識をお持ちであることが前提となります。
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表示価格はすべて税込みです。

Microsoft Azure
Microsoft認定資格

Microsoft認定トレーニング
（Microsoft Azure）

Fundamentals、Associate、Expert、Specialtyの4つのカテゴリがあります。

Fundamentals

認定資格を取得するには、対応試験の合格が必要です。

Microsoft Azure 基礎
(AZ-900T01)

効率的な資格取得には、認定トレーニングの受講がおすすめです。

Fundamentals
（基礎）

Associate（中級）

Expert
（上級）

Role-based（役割別）

Specialty
（ソリューション）

¥22,000

THX0129R

MCP Exam Replay バウチャー
¥27,500

THX0130R

※1 バウチャ1枚[試験用]付のコース

Azureの価格体系、SLA、
サービスライフサイクル

について学習します。

4日 ¥264,000

MSC0706V

4日 ¥286,000

MSC0707V ※1

Microsoft Azureのシステム管理者向けコースです。
AzureサブスクリプションやAzure ADによるID

管理、仮想マシン、仮想ネットワーク、ストレージ

などを中心に、管理者に必要な機能と構成手順
を学習します。

試験：AZ-104
Microsoft Certiﬁed: Azure
Administrator Associate

受験予定の試験で使えるか、 Microsoft社Webをご確認後、ご購入ください。

MCP バウチャー

MSC0676V ※1

Microsoft Azure 管理者
(AZ-104T00)

できます。

THX0131R

1日 ¥79,200

Azureのコアサービス、主要ソリューション、管理

ツール、
セキュリティ、
ガバナンス、
コンプライアンス、

Associate

コースとのパッケージでもご購入可能ですが、バウチャ単体でご購入いただくことも

¥13,200

MSC0661V

試験：AZ-900
Microsoft Certiﬁed: Azure
Fundamentals

Microsoft 認定試験バウチャ

Microsoft Fundamentals
Certiﬁcation Exams バウチャー

1日 ¥66,000

Microsoft Azure初学者向けのコースです。

クラウドコンピューティングの一 般 的な概 念 、

Microsoft Azure 向けソリューション
の開発 (AZ-204T00)

Fundamentalsの試験が受験できます。

Role-based試験やSpecialty試験は受験でき
ないのでご注意ください。

Role-based試験やSpecialty試験が受験でき

4日 ¥286,000

MSC0709V

4日 ¥308,000

MSC0721V ※1

試験：AZ-204
Microsoft Certiﬁed: Azure
Developer Associate

ます。

Microsoft Azure 開発者向けのコースです。
本コースでは、
以下を学習します。
Azure IaaS サービスの実装

Azure ストレージ サービスと開発ソリューション
Azure 認証および承認サービスを開発ソリュー

ション

Azure でホストされているアプリケーション

アプリとサービス間のコミュニケーション

Role-based試験やSpecialty試験が受験できます。

不合格だった場合、
再度同一試験の受験が可能です。
一部対象外の試験がありますのでご注意ください。
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表示価格はすべて税込みです。

Microsoft Azure
Microsoft認定トレーニング（Microsoft Azure）

機能別速習トレーニング（ Microsoft Azure ）

Expert

仮想マシン

NEW Microsoft Azure インフラ
ストラクチャ ソリューションの設計(AZ-305T00)
4日 ¥286,000

MSC0815V

4日 ¥308,000

MSC0816V ※１

認定試験：AZ-305
Microsoft Certiﬁed: Azure
Solutions Architect Expert
(速習)Microsoft DevOps ソリュー
ションの設計と実装 (AZ-400T00)
3日

¥247,500

3日 ¥269,500

MSC0732V
MSC0751V ※1

試験：AZ-400
Microsoft Certiﬁed: DevOps
Engineer Expert

Microsoft Azureによる
ITインフラの拡張

Microsoft Azureのシステム設計者向けのコース

です。仮想マシンや仮想ネットワークを構成する場

合の注意点について学習し、
ケーススタディによる

1日 ¥71,500

設計演習を行います。

本コースを修了すると、基本的なAzureアーキテク

4日 ¥286,000

試験：AZ-120
Azure for SAP Workloads
Specialty

作れるようになりました。
本コースでは、
Microsoft

Azure上に仮想化マシンを構成する手順について
お、
Express Routeについては概念のみ紹介します。

サイト間接続

るようになります。

Microsoft Azureによる
サイト間ネットワークの構築

DevOps に関連するソリューションアーキテクト

1日 ¥71,500

向けのコースです。

DevOps の計画、
ソース管理の使用、
企業向け Git

MSC0528V

Microsoft Azureは、サイト間接続機能によって
オンプレミスとVPN接続ができます。本コースで

は、
サイト間接続を構成する手順について学習し、

クラウドとオンプレミスの間でActive Directory

やファイルサーバーの連携環境を構成します。
なお、

の拡張、
アーティファクトの統合、依存関係管理戦

略の設計、
秘密情報の管理、
継続的統合の実装、
コ

Express Routeについては概念のみ紹介します。

災害復旧

ンテナ構築戦略の実装、
リリース管理ワークフロー

の設計、
導入パターンの実装、
フィードバック メカニ

Microsoft Azureによる
災害復旧手法

ズムの最適化などを実行する方法を学習します。

1日 ¥71,500

MSC0780R

2014年からIaaS機能を備え、
仮想マシンを簡単に

学習し、
仮想ネットワークや冗長化を構成します。
な

チャ設計原則に基づいたシステム構成を提示でき

Specialty
AZ120 SAP ワークロードのための
Microsoft Azure 計画と管理

MSC0517V

当初PaaSとしてスタートしたMicrosoft Azureは、

MSC0563G

災害対策(DR)はビジネス上の大きな課題ですが、
遠隔地にデータセンターを構築するのは多くのコ

ストがかかります。
そこで注目されているのがクラウ

ドの利用です。
「使った分だけ支払う」
クラウドを使

SAP on Azure ソリューションのオンプレミスから

うことで、
平時の出費を最小限に抑えられます。
この

装する方法について、概念、シナリオ、手順を学習

複製をMicrosoft Azureに構成する手順を紹介し、

クラウドへの移行と運用について最適に計画し実

コースでは、Hyper-V仮想マシンのバックアップや

します。また一部ハンズオンでの学習も含みます。

費用を抑えたDRサイト構築のヒントを提供します。

Azure Active Directory
Azure Active Directory を使用した
認証基盤の構築
2日 ¥165,000

MSC0569G

このコースでは、クラウドの認証基盤である Azure

Active Directory による ID の管理方法と、Azure

Active Directory を使用した SaaS アプリの活用に
ついて紹介します。また、Azure Active Directory

を安全に利用するために活用できる各種機能に
ついても扱います。

※1 バウチャ1枚[試験用]付のコース
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表示価格はすべて税込みです。

Microsoft Azure AI・データ分析
Microsoft認定トレーニング（Azure AI）

Microsoft認定トレーニング（データ分析）

Fundamentals

Fundamentals

Microsoft Azure
AI の基礎 (AI-900T00)
1日 ¥71,500

MSC0758V

1日 ¥84,700

MSC0759V ※1

Microsoft Azure
データの基本 (DP-900T00)

Azure AIの初学者向けのコースです。

人工知能（AI）に関連する基本的な概念や、AI ソ
リュー ション を 作 成 する た め に 使 用 で きる

Microsoft Azure のサービスについて学習します。

試験：AI-900
Microsoft Certiﬁed: Azure AI
Fundamentals

2日 ¥154,000

MSC0827V

試験： AI-102
Microsoft Certiﬁed: Azure AI
Engineer Associate

1日 ¥84,700

MSC0761V ※1

クラウド環境でのデータベース概念の基本を学習

します。

Associate
Azure のデータ サイエンス
ソリューションの設計と実装 (DP-100)

AI の基礎的な概念から、様々なAzure AIソリュー

ションについて理解・実装するスキルを学習します。

2日 ¥154,000

1つのゴールとしてAIソリューションを活用して、

MSC0702V

試験：DP-100
Microsoft Certiﬁed: Azure Data Scientist Associate

チャットボットを作成します。
また、
ビッグデータの

インジェスト・処理・分析などに関連するAzure
ソリューションについて学びます。

Data Engineering on
Microsoft Azure (DP-203T00)
4日 ¥286,000

MSC0773V

4日 ¥308,000

MSC0774V ※1

データサイエンティスト向けのコースです。

機械学習モデル開発の効率化、
自動化の方法や、

モデルのデプロイから再学習など、実務に繋がる
技術を学習します。

データエンジニア向けのコースです。

Azureデータプラットフォームテクノロジを使用した

バッチおよびリアルタイムの分析ソリューションの

操作に関連するデータエンジニアリングのパターン

と実践について学習します。

試験： DP-203
Microsoft Certiﬁed: Data Engineer Associate

資料ダウンロード

Microsoft Azure でのリレーショナル
データベースの管理 (DP-300T00)

「Microsoft 学びの小冊子」

https://blog.trainocate.co.jp/azure̲guide̲entry
Microsoft 学びに役立つ4冊の小冊子を無料でダウンロードできます。
Azure、Azure AI、Microsoft 365、Power Platform、Microsoft

4日 ¥286,000

MSC0744V

4日 ¥308,000

MSC0745V ※1

データベース管理者向けのコースです。

SQL Server および Azure SQL サービスでの

データベース インフラストラクチャの管理について
学習します。

試験： DP-300
Microsoft Certiﬁed: Azure Database Administrator Associate

セキュリティなどをこれから学習したいすべての方におすすめです！

※1 バウチャ1枚[試験用]付のコース

MSC0760V

試験：DP-900
Microsoft Certiﬁed: Azure Data Fundamentals

Associate
Microsoft Azure AI ソリューション
の設計と実装 (AI-102T00)

1日 ¥71,500

Microsoft Azure のクラウド データ サービスを

これから学ぶ方向けのコースです。
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表示価格はすべて税込みです。

Microsoft セキュリティ・コンプライアンス・ID
Microsoft認定トレーニング（セキュリティ・コンプライアンス・ID）

Microsoft Information

Protection 管理者 (SC-400T00)

Fundamentals
Microsoft セキュリティ、
コンプライアンス、
ID の基礎 (SC-900T00)
1日 ￥71,500

MSC0771V

1日 ¥84,700

MSC0772V ※1

マイクロソフトが提供するクラウドサービスのセ

キュリティについて広く扱うコースです。本コースを
修了すると、Microsoft AzureとMicrosoft 365

を含むマイクロソフトのセキュリティ機能を理解し、
導入の意志決定をサポートできるようになります。

MSC0788V

4日 ¥308,000

MSC0789V ※1

4日 ¥286,000

MSC0791V

4日 ¥308,000

MSC0792V ※1

MSC0795V ※1

て学習します。

Associate
NEW

Microsoft Azure
セキュリティ技術 (AZ-500T00)

セキュリティアナリスト向けのコースです。

Microsoft Azure Sentinel、Azure Defender、

およびMicrosoft 365 Defenderを使用して、
脅威を調査・対応・追及する方法を学習します。

4日 ¥286,000

MSC0830V

4日 ¥308,000

MSC0829V ※1

Azureセキュリティ管理者向けのコースです。

セキュリティ管理の実装、組織のセキュリティ体制

の維持、
およびセキュリティの脆弱性の特定と修復
に必要な知識とスキルを学習できます。

試験：AZ-500
Microsoft Certiﬁed: Azure
Security Engineer Associate

試験：SC-200
Microsoft Certiﬁed: Security
Operations Analyst Associate
Microsoft ID および
アクセス管理者 (SC-300T00)

2日 ¥165,000

機密ラベル、
データ保持ポリシー、Oﬃce 365メッ

セージの暗号化などの関連トピックの実装につい

Microsoft認定トレーニング（Azure Security）

Associate

4日 ￥286,000

MSC0794V

試験：SC-400
Microsoft Certiﬁed: Microsoft
Information Protection Administrator

試験：SC-900
Microsoft Certiﬁed: Microsoft Security,
Compliance, and Identity Fundamentals

Microsoft セキュリティ オペレーション
アナリスト (SC-200T00)

2日 ¥143,000

Microsoft 365 での情報保護についてのコース

です。
データ損失防止ポリシー、機密情報の種類、

ID・アクセス管理者向けのコースです。

Microsoft認定トレーニング（Microsoft 365 Security）

Microsoft Azure ADに基づくID管理ソリュー
ションを実装するために必要な知識とスキルを

Associate

学習します。

Microsoft 365 Security
Administration (MS-500T00)

試験：SC-300
Microsoft Certiﬁed: Identity and
Access Administrator Associate

4日 ￥286,000

MSC0782V

4日 ¥308,000

MSC0783V ※1

Microsoft 365 のセキュリティについてのコース
です。このコースは、ID 保護、情報保護、脅威の

防止、
セキュリティ管理、
データ ガバナンスに関する
Microsoft 365 の機能について学習します。

試験：MS-500
Microsoft 365 Certiﬁed: Security
Administrator Associate
※1 バウチャ1枚[試験用]付のコース
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表示価格はすべて税込みです。

クラウド
ビジネスパーソン向け 初級

特定のベンダーに依存しない汎用的な知識とスキルを習得

ビジネスパーソンのための
クラウド入門

ビジネススピードを早めるために、また、DXや働き方改革を推進するためには、柔軟
かつ迅速なITの利活用が求められます。

1日 ¥55,000

そのため、ビジネスニーズに応じて柔軟かつ迅速にITサービスを提供するクラウドの
利用は必要不可欠となっています。

NFC0478G

クラウドの基本、
メリットとデメリット、作れるサー

ビスなど、
これからクラウドをビジネスに活用する
ための基礎的な知識を習得します。

クラウドエンジニア向け

企業にとってより効果的なクラウドの利用を行うためには、適切な利用価値を判断

基礎

できるスキルが必要です。

NEW さわってわかるクラウド入門
- AWS・Azure・GCP対応 -

トレノケートでは、特定のベンダーに依存しない汎用的な知識とスキルを習得でき
る多数のオリジナルクラウドトレーニングを提供しています。

1日 ￥71,500

NFC0477G

クラウドコンピューティング概要
1日 ¥55,000 NFC0313G

クラウド初学者を対象にした内容で、AWS、Azure

を演習で、GCPをデモで体験しながらクラウドの
基本を学ぶことができます。

ITエンジニアに必要なクラウドに関する基礎的な

知識を、パブリッククラウドの特徴を含めて習得
します。

設計
RENEWAL

クラウドアーキテクト・
ファーストステップ

2日 ¥121,000

NFC0267G

パブリッククラウドをフル活用するための知識を、
実際のクラウド上での演習やディスカッションを

通して習得します。クラウドの基礎を学んだ後、各

クラウドベンダーの設計者向けコースを受講する
前のタイミングでの受講がおすすめです。

＊2022年3月にリニューアル、
最新の内容にアップデートされました

一社向けコース
NEW

クラウド提案力を強化！
〜お客様はなぜそのクラウドサービスを選ぶのか〜
1日 一社向け NFC0471G

実践クラウドデザインパターン

このコースでは、公開されたクラウド事例を分析
し、クラウドの利点について学び、リスクを推測

2日 ¥154,000

します。

また、顧客の要望に対して、クラウドを使った適

NFC0295G

クラウドの特性を最大限に発揮できるアーキテク

チャ設計の汎用的かつ基本的な考え方を学び、
設計パターンの構築を演習で体感します。

セキュリティ

切な提案を行うワークショップを行うことで、顧

客の要求を整理し、クラウドを利用した提案を

クラウド導入のためのセキュリティ概要

行い、クラウドを利用した場合の利点やリスクを
適切に説明できるスキルを習得します。

1日 ¥60,500
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SCC0076G

クラウドサービスを利用する上で想定されるリスク
とその対策例を俯瞰し、代表的なセキュリティ対
策を理解します。

表示価格はすべて税込みです。

Google Cloud（GCP）
BigQuery

基礎コースからプロフェショナルスキルまで学べる

From Data to Insights with
Google Cloud Platform

Google CloudはGoogle社が提供するPaaS/IaaS型の
クラウドサービスです。トレノケートはGoogle Cloudの

3日 ¥264,000

認定トレーニングパートナーとして、基礎コースからイン
/Kubernetesまで、幅広い領域のプロフェッショナルを

Architecting with Google
Compute Engine

育成するGoogle Cloud認定トレーニングを提供してい
ます。トレーニングはGoogle Cloud認定トレーナーが

3日 ¥264,000

担当します。

GGC0001V

Architecting with Google Cloud
Platform: Design and Process

講義・デモ・ハンズオンを通じて、GCPのプロダクト、

サービスの基本を1日で学習します。

2日 ¥176,000

データ分析・機械学習

分析・機械学習のテクノロジーをサービスとして提供しており、他のクラウドと比較し

Getting Started with Google
Kubernetes Engine

て高い優位性があります。

GGC0020V

Data Engineering on
Google Cloud Platform
4日 ¥352,000

GGC0022V

Professional Data Engineer

学びます。データ分析の初心者にもおすすめの

内容です。

Google Compute Engineを中心に、Google

Cloudのインフラストラクチャとプラットフォーム
サービスを学習します。

Associate Cloud Engineer資格の取得に推奨
のコースです。

クラウドでのインフラストラクチャ設計を学ぶ上位
コースです。

Google Cloudで信頼性に優れたソリューション
を構築・運用するための設計の考え方を講義や
ディスカッションを通して学習します。

コンテナ・Kubernetes

ニングです。Google Cloudでは、Googleが自社サービスで活用し培ってきたデータ

1日 ¥88,000

GGC0005V

Professional Cloud Architect

DXにも重要なデータ分析・機械学習をGoogle Cloudで導入、実装するためのトレー

Google Cloud Big Data &
Machine Learning Fundamentals

GGC0018V

Associate Cloud Engineer

基礎

1日 ¥55,000

機械学習のGoogle Cloudサービスを基礎から

インフラ

フラストラクチャ、データエンジニアリング、コンテナ

Google Cloud Platform
Fundamentals: Core Infrastructure

GGC0021V

人気サービスのBigQueryを中心に、
データ分析・

1日 ¥55,000

データ分析・機械学習の基礎コースです。

1日でGCPのデータ分析の概要を幅広く学びます。

GGC0015V

Architecting with Google
Kubernetes Engine
3日 ¥264,000

Google Cloudでのデータ基盤構築について学習

する上位コースです。BigQueryやDataﬂow、

GGC0019V

コンテナ・Dockerの基礎やKubernetesの概要を

学び、アプリケーションのコンテナ化やGCPでの
Kubernetesへのデプロイ方法を学びます。

KubernetesやGCPのアーキテクチャを理解し、
Google Kubernetes Engineの基本から応用まで
を全般的に学習します。

＊
「Architecting with Google Cloud Platform: Design and Process」
を受講される際の前提

Dataprocをはじめとした各種のデータ処理/機械

知識として、
「Architecting with Google Compute Engine」もしくは「Architecting with
Google Kubernetes Engine」の受講が推奨されています。

学習サービスの概要と、
それらの組み合わせによる

データ基盤の構築方法を学びます。

Google Cloud及びGoogle Cloud PlatformはGoogle LLCの商標です。
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表示価格はすべて税込みです。

ネットワーク
入門

ルータ/スイッチ
（構築）

コンピュータネットワーク入門
2日 ¥99,000

NW0143CG

ネットワークの基本用語やWWWやメールサービ

実用構成で学ぶ！ルータ/スイッチ基礎

スなどの基本用語、クラウドや仮想化などの活用
例を説明できるように学習します。

3日 ¥214,500

NWC0170G

基礎
コンピュータネットワーク技術
3日 ¥181,500

NWC0110G

TCP/IPプロトコル詳解
3日 ¥181,500

NWC0141G

ロードバランサー入門
1日 ¥77,000

NWC0203G

ルータ/スイッチ構築実践1

LAN、WAN、TCP/IP、
ネットワーク機器、
インター

ネットなどのネットワークを支える要素の基本、
企業

2日 ¥154,000

ネットワークの全体像、
通信の仕組みを学習します。

実践！エンタープライズネットワーク構築

TCP/IP設定やIPパケットの解析を通して、
TCP/IP

通信フロー、IPアドレッシング、IPルーティング、
トラ

3日 ¥247,500

ンスポート層の役割などを幅広く学習します。

2日 ¥132,000

NWC0234G

ネットワーク設計の応用
3日 ¥198,000

NWC0097G

2日 ¥143,000

NW0159CG

への接続、冗長構成などを演習と座学を組み合わ
せて学習します。

小〜中規模ネットワーク構築で必要とされるルー
ティングおよびスイッチング技術を習得します。

スイッチ、ルータ、ASAファイアウォールの実機を

使って、スイッチのスタック接続によるコアネット

ワークの構築、ルータを使用したIP-VPN接続、
ASAファイアウォールを使用したインターネット

ルータ/スイッチ
（運用）

演習では、Webサーバを使用したロードバラン

サーの基本機能を体験し学習します。

IPネットワーク運用管理の基礎
3日 ¥214,500

拠点内ネットワーク、拠点間接続、インターネット

NWC0174G

講義や実機演習を通じて、ネットワーク運用管理

やTCP/IPの基礎、トラブルシューティング手順、
ツールの使い方を学習します。

無線

接続における基本的な設計ポイントを学び、コン
ピュータネットワークの全体構成を学習します。

無線LAN導入のための構築実習
拠点内と拠点間接続も含むネットワークを対象に、

2日 ¥121,000

ユーザ要件に合う適切なネットワークの設計手法

NWC0098G

を学習します。

セキュアな無線LAN構築

IPv6
IPv6ネットワーク構築実習

NWC0172G

ケーブル接続、VLANの設定、擬似インターネット

接続などを演習と座学を組み合わせて学習します。

ロードバランサー/ADCがもつ機能全般を紹介し、

設計
ネットワーク設計の基礎

CSC0324G

初期設定状態のルータとスイッチの実機を用意し、

2日 ¥121,000

IPv4とIPv6を比較、特徴を把握し、Ciscoルータ

NW0111CG

無線LANの構成要素、機能や技術のポイントを
理解し、具体的に機器設定ができるようになり有
線と無線の統合方法を演習を通して学習します。

無線LANの規格の違いを理解し、用途を決定し
たり、グループポリシーを使って、クライアントへ

の証明書配布と無線LAN設定を自動化する方法
を学習します。

を利用してIPv4とIPv6が混在する場合の基本的
なトンネリングの設定ができるよう学習します。
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表示価格はすべて税込みです。

Cisco
シスコ認定対応コース

アソシエイト

弊社では下記のシスコ認定に対応したコースを提供しています。

CCNA

アソシエイト

プロフェッショナル

エキスパート

ネットワーキング技術等の

各コアテクノロジの知識

エンタープライズインフラ

明できます。

ンの知識を証明できます。

基礎知識を証明できます。

と各分野の専門知識を証

CCNA

CCNP
Enterprise

DevNet
Associate

CCNP
Data Center

CCNA BOOT CAMP

ストラクチャソリューショ

5日 ¥330,000

P32-33

験の受験が可能です*。

の解説が付属するため、認定試験対策
として最適です。

※1 バウチャ1枚[試験用]付のコース

コースです。多くの方が受講し、合格されている

CCNA 通常コース

シスコが定めた通常日程で行うスタンダードな
コースです。

するアプローチが一般的になりつつある今、ITエンジニアのネットワーク自動化スキ
ルを評価する指標として、DevNet認定が新設されました。

DevNetアソシエイトではDEVASC試験に合格することで認定を取得できます。

演習

受講後
サポート

CCNA認定を効率よく学習するために用意された

従来は手動で行っていたITインフラストラクチャの管理作業を、プログラムで自動化

5日 ¥363,000

BOOT
CAMP

*教室受講の方のみ

カテゴリも、BOOT CAMP では講師

CSC0421V

Developing Applications and
Automating Workﬂows using
Cisco Core Platforms (DEVASC)
講義

のノウハウを詰め込みました。

DevNetコース

P33

にあった学習スタイルが選択可能です。

通常コースでは自習扱いとされている

CSC0426V ※1

Implementing and Administering
Cisco Solutions (CCNA) v1

集合研修やオンライン受講など、
ご自身

ただくと、最終日の15：00から対象試

8日 ¥566,500

プラチナラーニングパートナーであるトレノケート

実績があります。

プラチナラーニングパートナーならではの特別なプログラム
【BOOT CAMP 】

「試験/バウチャ付き」でお申し込みい

CSC0427V

CCIE Enterprise
Infrastructure

DevNet
Professional

P31

8日 ¥528,000

CCNA BOOT CAMP

DevNet アソシエイト

シスコプラットフォーム上に構築されたアプリケー
ション開発の要点を学習します。

CSC0434V

推奨コース

DevNetアソシエイトの知識を深める為に受講を推奨しています。

自習用
問題集

REST APIによる
インフラ管理実践

受験バウチャ

1日 ¥77,000
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NFC0455G

ネットワーク機器やクラウドサービスの管理で

汎用的に利用でき、インフラ管理作業を自動化

するためのテクニックである REST API を学習
することができます。

表示価格はすべて税込みです。

Cisco
プロフェッショナル
CCNP Enterprise

コア試験+コンセントレーション試験のいずれか1つを合格することによってCCNP Enterpriseの認定を取得することができます。
コア試験
350-401 ENCOR

コンセントレーション試験
300-410 ENARSI

300-415 ENSDWI

300-435 ENAUTO

300-420 ENSLD

Implementing Automation
for Cisco Enterprise
Solutions (ENAUI) v1

CCNP Enterprise
BOOT CAMP 〜ENCOR編〜

CCNP Enterprise
BOOT CAMP 〜ENARSI編〜

Implementing Cisco SD-WAN
Solutions (ENSDWI) v2

CCNP Enterprise
BOOT CAMP 〜ENSLD編〜

8日 ¥580,800 CSC0429V

8日 ¥580,800 CSC0431V

5日 ¥396,000 CSC0445V

5日 ¥440,000 CSC0433V

8日 ¥632,500 CSC0428V ※1

8日 ¥619,300 CSC0430V ※1

Implementing and Operating
Cisco Enterprise Network Core
Technologies (ENCOR) v1

Implementing Cisco

Enterprise Advanced Routing
and Services (ENARSI) v1

Cisco SD-WAN Operation and
Deployment (SDWFND) v1

Introducing Automation for
Cisco Solutions (CSAU) v1

5日 ¥363,000 CSC0422V

5日 ¥396,000 CSC0423V

2日 ¥220,000 CSC0446V

3日 ¥231,000 CSC0451V

3日 ¥264,000 CSC0438V

5日 ¥478,500 CSC0432V ※1

推奨コース*

推奨コース*

CCNP Data Center

コア試験+コンセントレーション試験のいずれか1つを合格することによってCCNP Data Centerの認定を取得することができます。
コア試験

350-601 DCCOR

コンセントレーション試験

推奨コース*

Implementing and Operating
Cisco Data Center Core
Technologies (DCCOR) v1

Understanding Cisco Data
Center Foundations
(DCFNDU) v1

5日 ¥660,000 CSC0418V

5日 ¥550,000 CSC0415V

Implementing Cisco NX-OS
Switches and Fabrics in the
Data Center (DCNX) v1
5日 ¥528,000 CSC0447V

300-610 DCID

300-615 DCIT

300-620 DCACI

Designing Cisco Data Center
Infrastructure (DCID) v7

Troubleshooting Cisco Data
Center Infrastructure (DCIT) v7

Implementing Cisco Application
Centric Infrastructure (DCACI) v1

5日 ¥660,000

5日 ¥660,000

5日 ¥660,000

CSC0420V

300-635 DCAUTO
NEW Implementing Automation

for Cisco Data Center Solutions (DCAUI) v1
3日 ¥297,000

CSC0452V

CSC0419V

CSC0424V

DCAUIコースでは、プログラミングの概念、オーケストレーション、自動化

ツールなど、Ciscoデータセンターの自動化ソリューションを実装する方法を

学習します。また、Python、Ansible、Git、JSON、YAML、NETCONF、
RESTCONF、YANGなどの各種オープン業界標準、SDKのツールを使って
各種APIを操作する方法も学習します。

*前提知識として理解しているとより知識が深まるため、受講を推奨しています。
※1 バウチャ1枚[試験用]付のコース
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表示価格はすべて税込みです。

Cisco
プロフェッショナル

その他

DevNet Professional

Cisco Meraki

コア試験+コンセントレーション試験のいずれか1つを合格することによってDevNet

Cisco Merakiで学ぶネットワークの
基礎 (スイッチ/無線LAN/VPN)

Professionalの認定を取得することができます。
コア試験

2日 ¥154,000

コンセントレーション試験

推奨コース*

3日 ¥231,000

3日 ¥264,000

350-901 DEVCOR

5日 ¥418,000

CSC0435V

したコンテンツが豊富に用意されています。
また、Ciscoの製品、技術、認定に関する全
てのオンライントレーニング
（英語）
を1年間利用できるパッケージ商品もございます。

CSC0438V

自分のペースで学習を進めていきたい方、
費用を少しでも抑えたい方におすすめです。

300-635 DCAUTO

Developing Applications Using
Cisco Core Platforms and APIs
(DEVCOR)

https://www.trainocate.co.jp/CiscoDigitalLearning22a

NEW

Implementing
Automation for Cisco Data
Center Solutions (DCAUI) v1
3日 ¥297,000

継続教育プログラム

CSC0452V

シスコ継続教育プログラムは、各認定に定められた必要なクレジット数を満たすこと
によって、再試験を受けることなく認定の維持ができるプログラムです。

*前提知識として理解しているとより知識が深まるため、受講を推奨しています。

以前はCCIEのみのプログラムでしたが、現在は全認定に適用となりました。

弊社のオリジナルコースBOOT CAMP も継続教育プログラムの対象コースです。

エキスパート
CCIE

Cisco技術者認定プログラムの最高位の認定の1つであるCCIE Enterprise
Infrastructure対応コースもございます。詳しくはWebをご確認ください。
Cisco High-End Lab
BOOT CAMP 1
5日 ¥462,000

ダッシュボードに設定できるよう学習します。

シスコのeラーニングコンテンツであるDigital Learningは、
CCNAなどの認定に対応

Implementing Automation for Cisco
Enterprise Solutions (ENAUI) v1

CSC0451V

スイッチングの処理などを理解しCisco Meraki

Digital Learning

300-435 ENAUTO

Introducing Automation for
Cisco Solutions (CSAU) v1

CSC0413V

クラウドマネージドネットワークの特徴、
ルーティング、

CSC0449G

Cisco High-End Lab
BOOT CAMP 2
5日 ¥462,000

CSC0450G

https://www.trainocate.co.jp/ccie22a

事前準備

コース受講

シスコアカウント
の 作 成 など、申
請に必要な準備
を行います。

継続教育プログ
ラム対象コース
を申し込 み 、受
講します。

Ciscoへ
申請
受講後、Cisco
に申請をします。

再認定
C i s c o 承 認 後 、クレ
ジットが付与され、必
要クレジットがたまる
と再認定されます。

https://www.trainocate.co.jp/ce-program22a
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表示価格はすべて税込みです。

ITインフラ
ITインフラ構築

システム全体を俯瞰できるエンジニアを育成

ITインフラ構築実践1

ITインフラをとりまく環境は、クラウドの登場により劇的に変化しました。

オンプレミス、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドなど多数の選択肢から

3日 ¥231,000

それぞれの特徴を把握して適切なサービスを選び取り、システムを構築・運用する

NFC0294G

ためには「システム全体を俯瞰できるエンジニア」が必要です。

ITシステム基盤オーバービュー

コースの特長

1日 ¥60,500

弊社では、豊富な実機演習で、すぐに現場で役立つトレーニングラインナップを提供

NFC0022G

しています。ITインフラの全体像をコンパクトに学びたい方におすすめです。

ITシステム基盤オーバービュー 実践編

POINT

● 理論と実践をバランスよく配分

● 実務環境に近いシステム構成で演習
● ２〜３日間でコンパクトに学べる

1日 ¥71,500

理論

NFC0433G

2日 ¥143,000

実践

実機を動かす

2日 ¥154,000

ENC0050G

Webシステム基盤アーキテクチャ概要
2日 ¥110,000

NFC0002G

NFC0301G

ITインフラ運用実践2

ITインフラ入門

2日 ¥99,000

ティ、認証などの各種サーバの役割や構成方法を、
WindowsおよびLinuxベースのサーバ構築演習を
通して学習します。

サーバおよびネットワークインフラストラクチャの

構成と運用の概要を学びます。ITシステム基盤の

基本構成を理解し、概要を説明できるようになり
ます。

Windows Serverに複数の仮想マシンを展開し、
冗長化されたWebサーバを構成するなど、演習
を中心としたコースです。

ITインフラ運用自動化

動作原理を学ぶ

ITインフラ運用実践1

さわって身に付くITシステム入門

企業ITインフラで使用されるWeb、DNS、セキュリ

NFC0421G

REST APIによる
インフラ管理実践

シナリオにもとづいてスタンドアロンのコンピュータ

からWebシステムを構築するまでの演習を体験し、

1日 ¥77,000

システムの全体像を学習します。

NFC0455G

基本的なWebアプリケーションシステムの運用管理
を想定し、必要な関連技術を学習できます。統合

監視・構成管理ツールを用いた実機演習も行います。
IaC
（Infrastructure as Code）
の基本的な考え方

の紹介から、各種オープンソースツールを活用した
IaCのプロセスを実行し、
学習します。

ネットワーク機器やクラウドサービスの管理で

汎用的に利用でき、インフラ管理作業を自動化

するためのテクニックである REST API を学習
することができます。

Webシステムの代表的なアーキテクチャの全体像

を解説し、
「プログラムを作るだけ」
ではなく、ITシス
テムの全体像を見る目を養います。
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表示価格はすべて税込みです。

VMware
VMware認定資格は、VMwareソリューションの導入・展開のための技術を有することを認定する資格プログラムです。
講師によるオンライントレーニングと、オンデマンドのトレーニング（日本語講師による講義）があります。

SDDC (Software-Deﬁned Data Center)

vSphere
（サーバー仮想化） Workspace ONE
（デスクトップ仮想化）
VMware vSphere: Install,
Conﬁgure, Manage [V7.0]
5日 ¥478,500 NFC0431R
5日 ¥509,300 NFC0432R ※1
¥444,400 NFX0066V ※2

VMware vSphere: Optimize
and Scale [V7] - On Demand
Japanese
¥482,900

NFX0068V ※2

試験：Professional VMware
vSphere
資格：VCP-DCV
VMware vSphere:
Troubleshooting [V7]
5日 ￥636,900

NFC0513R

VMware Workspace ONE:
Deploy and Manage [V21.x]
5日 ¥561,000

NFC0490R

VMware Workspace ONE:
Advanced Integration [V21.x]
5日 ¥610,500

NFC0491R

試験：Professional Workspace ONE
資格：VCP-DW

NSX
（ネットワーク仮想化）
VMware NSX-T Data Center:
Install, Conﬁgure, Manage
[V3.x]
5日 ¥561,000 NFC0487R
¥444,400 NFX0065V ※2

試験：Professional VMware
NSX-T Data Center
資格：VCP-NV

VMware NSX Advanced Load
Balancer: Install, Conﬁgure, Manage
5日 ¥561,000

NFC0489R

VMware NSX-T Data Center:
Troubleshooting and
Operations [V3.0]
5日 ¥636,900

NFC0514R

2日 ¥224,400

NFC0485R

VMware vSAN:
Troubleshooting [V7]
2日 ¥244,200

VMware vSAN: Deploy and
Manage [V6.7] - On Demand

2日 ¥234,300

NFC0516R

VMware Cloud Foundation:
Planning, Management,
Operations [V4.3]

VMware Cloud on AWS:
Deploy, Conﬁgure, Manage
2021

5日 ¥561,000

4日 ¥509,300

NFC0492R

VMware Carbon Black
Portfolio: Conﬁgure and
Manage
4日 ¥561,000

NFC0494R

NFC0515R

VMware Carbon Black
Cloud: Plan and Deploy
2日 ¥234,300

NFC0517R

vSphere with Tanzu（Kubernetes）

NFC0486R

3日 ¥366,300 NFC0484R
¥193,600 NFX0067V ※2

Management and Automation（統合管理・自動化）

[V8]-On Demand

NFX0062V ※2

※1 バウチャ1枚[試験用]付のコース ※2 オンデマンドトレーニングのコース

NFC0493R

VMware vRealize Operations:
Install, Conﬁgure, Manage

Japanese

¥266,200

3日 ¥366,300

VMware SD-WAN: Deploy
and Manage [V4.x]

VMware vSphere with Tanzu:
Deploy and Manage [V7]

vSAN（ハイパーコンバージドインフラ）
VMware vSAN: Plan and
Deploy [V7]

VMware SD-WAN by
VeloCloud: Design and
Deploy [V3.x]

¥444,400
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NFX0061V ※2

表示価格はすべて税込みです。

ServiceNow

ITIL / ITサービスマネジメント
ITサービスマネジメントとITIL 試験対応コースをご用意しています。左記のServiceNow

ServiceNow とは

の効果的な導入・活用のために、
これらの基礎知識を身につけていただくのもおすすめです。

ServiceNowとは、ServiceNow社が

ITサービスマネジメント

提供するクラウドサービスです。

ITサービスやアセット管理、
セキュリティ

【PDU対象】ITサービス設計

オペレーション、
人事やカスタマーサービスなど社内業務の標準化を援けるSaaS型の
機能のほか、
自社の業務アプリケーションをServiceNow上で管理可能にするPaaS

1日 ¥66,000

型の
「Now Platform 」を提供します。企業のDX推進、ES（従業員満足度）向上を

MGC0100G

【PDU対象】
エンジニアのための
ITサービスマネジメント基礎

支援する多様なソリューションを提供します。

ServiceNow × ITSM / ITIL で効果的な導入、
活用を実現

2日 ¥132,000

ServiceNowの効果的な導入・活用のためITSM（ITサービスマネジメント）
やITIL の

MGC0071G

【PDU対象】
マネジャーのためのITサー
ビスマネジメントとチームマネジメント

基礎知識を身につけていただくのもおすすめです。これらを組み合わせて、DXを推進
する際の人材育成プログラムにもお役立ていただけます。

1日 ¥66,000

MGC0101G

ServiceNow認定トレーニング
身につけることができます。
初めて学習する方は、
3日間の
「ServiceNow Fundamentals」

ITIL(R) 4 Foundation BOOT CAMP
(試験バウチャー付)【PDU対象】

Implementation」
のご受講をおすすめします。

コースコード

ServiceNow Fundamentals

3日間

¥316,800

SNX0001R

ServiceNow Platform Implementation

3日間

¥316,800

SNX0002R

ITSM Fundamentals

2日間

¥224,400

SNX0003R

ITサービスマネジメントの基礎知識を講義と演習
を通じて習得します。運用部門の若手エンジニアや

別部門から運用・ITサービス部門に異動してきた
メンバーにおすすめです。

運用部門やITサービス部門を円滑に運営しチーム

力を向上させるために必要なマネジメントスキルを

学習します。新任の運用マネジャーや運用マネ
ジャー候補の方におすすめです。

ITIL 4

方法が学習できます。
さらに、導入や設定のご担当者の方は
「ServiceNow Platform

価格
（税込み）

ビスの設計時のポイントを習得することができます。

資格取得に必要な知識を効率よく学習できます。

コースのご受講が最適です。
ハンズオンでServiceNowのさまざまな管理方法や設定

日数

に何を検討しておけば良いかお悩みの方が、ITサー

ITIL 試験対応

ServiceNow認定トレーニングは基礎知識から実務で役立つ実践的なスキルまでを

コース名

サービスビジネスを検討しようとしている方、設計時

2日 ¥139,700

MGC0141V

ITIL V3
ITIL(R)Foundation BOOT CAMP
(試験バウチャー付)【PDU対象】
3日 ¥172,700

上記コースは、
トレーニングバウチャ
（受講券）
となります。

MGC0142V

ITIL 4のコアコンセプトを学ぶことができる導入

コースです。
コースを通して原則や用語を学んだり、
ケーススタディーに基いた演習を実施していただ

きます。最終日には試験対策・模擬試験を行います。
このコースは、ITIL ベストプラクティスの知識修得

を目的とし、ビジネス要件に応えるための、ITサー

ビスマネジメントのライフサイクルについて学習し

ます。最終日には試験対策・模擬試験を行います。

The ITIL®4 Foundation Certiﬁcate In IT Service Management、The ITIL® Foundation Certiﬁcate In
IT Service Managementの認定試験は、
コース受講後に試験センター（プロメトリック）
で受験いただきます。
＊ITIL 資格試験提供元の制度変更により、
コース期間・価格・コードおよび受験会場が変更になる可能性があります。
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表示価格はすべて税込みです。

Linux
クラウドOSとしてシェアを拡大し続けるLinux。初めて利用する方向けの入門編、

LPIC-1

Linuxプラットフォーム上で各種のサーバ構築を行う方向けの実践編、およびLPIC*

LPIC-1対策として、
【講義】＋【実機操作】＋【試験対策問題集】＋【受験（または試験

資格取得を目指される方向けなどのコースを提供しています。

バウチャ）】をセットにした形で提供しています。試験101と102の合格でLPIC-1 認定

＊LPICとは、Linux Professional Institute CertiﬁcationのLinuxプロフェッショナル認定プロ
グラムです。

が取得できます。

LPIC Level1 BOOT CAMP 前編

入門
Linuxオペレーション入門
2日 ¥99,000

LUC0127G

Linuxシステム管理入門
3日 ¥148,500

LUC0128G

4日 ¥258,500

Linuxを操作する上で必要なさまざまな設定、操作
について学習します。

2日 ¥110,000

LUC0133G

Linuxサーバー構築Web編
2日 ¥110,000

LUC0131G

Linuxサーバー構築DNS ＆メール編
2日 ¥110,000

LUC0132G

Linuxネットワーク管理
2日 ¥110,000

LUC0130G

4日 ¥258,500

LPIC-1 101試験

LUC0171G

LPIC-1 102試験

LPIC-2

スタンドアロンシステムにおけるLinuxシステム管理

試験201と202の合格でLPIC-2認定が取得できます。

業務を学習します。

Linuxシステム管理応用
(LinuC / LPIC 201 対応)

実践
Linuxセキュリティ

LUC0170G

LPIC Level1 BOOT CAMP 後編

4日 ¥178,200

Linuxシステムが標準でもつセキュリティ機能と

設定方法を学び、要件に合わせて適切なセキュリ

LUC0125R

LPIC-2 201試験

ティ設定を行うことができるようになります。

Linuxサーバ構築
(LinuC / LPIC 202 対応)
4日 ¥178,200

LUC0180R

LPIC-2 202試験

LPIC-3

Webアプリケーションの動作とLAMP環境の構築

および運用管理を行うための知識を習得できます。

LPIC-3は3つの専門分野ごとに認定が用意されており、該当する試験に合格すること
でその分野の認定を取得することができます。
Linux エンタープライズ環境構築
(LinuC / LPIC 300 対応)

LinuxによるDNSサーバやメールサーバの構築

および運用管理を行うための知識を習得できます。

4日 ¥280,500

LUC0173R

LPIC-3 300試験：混合環境
認定：LPIC-3エンタープライズ混合環境

Linuxによるイントラネットサーバの構築および
運用管理を行うための知識を習得できます。
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表示価格はすべて税込みです。

Microsoft Windows Server
Active Directory

機能別速習トレーニング（ Windows Server 管理 ）
Windows Server 2022をお使いの方にもおすすめします。

Active Directory最小構成実践

Windows Server 管理

1日 ¥71,500

Windows Server
システム管理基礎 (前編)

〜Windows Server 2019/2016対応〜
3日 ¥198,000

MSC0765G

Windows Server
システム管理 基礎 (後編)
〜Windows Server 2019/2016対応〜
2日 ¥132,000

MSC0766G

Windows Server
トラブルシューティング(基礎編)
〜Windows Server 2012 R2/2016/2019対応〜
3日 ¥214,500

Windows Serverを初めて管理する方を対象に、

Hyper-Vの構成と管理基礎
〜Windows Server 2016 対応〜

許可、バックアップと復元など、日常的な運用管理
作業に必要な概念やツールを学習します。

1日 ¥71,500
「Windows Server システム管理基礎(前編)」
コース

利用者で、拠点が1〜2箇所の環境を想定）

効率的かつ確実に行うために必要な作業について
学習します。

1日 ¥71,500

Windows Serverのサーバ仮想化機能 Hyper-V
管理について学べるコースです。

シンクライアントによるセキュリティ強化や管理
コスト削減を検討中の方に最適です。

MSC0779V

Windows Server運用中に発生するトラブルの
切り分けに困っている方に最適です。

トレノケートはMicrosoft認定ゴールドパートナー
https://blog.trainocate.co.jp/blog/MSPY2021
トレノケートは2002年にMicrosoft社のラーニングソリューション分野

MSC0482V

Windows PowerShell 実践

〜Windows Server 2012R2/2016/2019対応〜
¥143,000

MSC0641V

マイクロソフト デスクトップ仮想化ソリュー
ション (リモートデスクトップとVDI)
〜Windows Server 2019/2016対応〜

で扱う知識を前提に、Windows Serverの管理を

MSC0674G

Windows PowerShell コマンド・スクリプト入門
〜Windows Server 2012R2/2016/2019対応〜

2日

最低限の手順について学習します。
（100名以下の

Hyper-V・仮想化

インストール、ユーザーとグループの管理、アクセス

PowerShell

2日 ¥143,000

MSC0639V

小規模環境でActive Directoryドメインを構築する

MSC0607G

において、日本で初めてゴールドパートナーに認定。以後幅広い分野で

Windows PowerShellは、Windows Serverを

多数の最新コースラインナップを提供し続けています。

管理・操作する際に便利なコマンドライン方式の

また、Microsoft Partner of the Year 2021をワールドワイドで受賞

シェルおよびスクリプト言語です。初めて学ぶ方は

しました。

入門からご受講ください。

Windows PowerShellを用いて、一般的なファイル

操作とActive Directory Domain Services管理
が行えるようになることを目標としています。

Microsoft Azure関連コース

P24-26

Microsoft 365・Windows 10 関連コース P42
38

表示価格はすべて税込みです。

情報セキュリティ
基礎、
一般社員向け

eラーニング

情報セキュリティ対策 リテラシー編
1日 ¥66,000

エンジニア向け

情報処理推進機構
（IPA）
が発表する
『情報セキュリ

セキュリティ技術の基礎知識やセキュリティ管理

EC-Councilセキュリティエンジニア養成講座:
CND (Certiﬁed Network Defender)

営業等におすすめします。

3日 ¥360,800

ためのチームであるCSIRTについて学習します。自
いる方、CSIRT担当者等におすすめします。

SCC0336V

EC-Councilセキュリティエンジニア養成講座:
CEH (Certiﬁed Ethical Hacker)
5日 ¥580,800

実習を交えて学習します。ログの管理・運用にたず

さわる方やSOC/CSIRT担当者等におすすめします。

OLT0020 Webアプリケーション
診断コース
5時間

¥74,800

SCX0105R

講習と実習を通じて、情報セキュリティ国際認定

資格であるCND
（認定ネットワークディフェンダー）
取得を支援します。

SCC0337V

講習と実習を通じて、情報セキュリティ国際認定

資格であるCEH（認定ホワイトハッカー）取得を
支援します。

Palo Alto Networks

サイバー攻撃の代表的な攻撃手法や対策技術で

あるファイアウォールやIDS/IPS、エンドポイント

SCC0319G

SCX0095R

CEH

組織のサイバー攻撃対応態勢の構築を検討されて

セキュリティ視点でのログ分析・管理の基本について、

情報セキュリティ対策 実践編
2日 ¥154,000

セキュリティを習得したいエンジニアや管理者、IT

コンピュータセキュリティインシデントに対応する

SCC0172G

SCX0116R

¥4,400

CND

の考え方について、体系的に幅広く学ぶコースです。

SCC0161G

¥74,800

2時間

EC-Council

＊
「情報セキュリティ対策 リテラシー編」
とセットでの受講をおすすめします。

SCC0160G

SCX0113R

OLL0030 インシデントレスポンス概論

＊上記eラーニングは、
株式会社ラックが提供いたします。

学習します。

情報セキュリティ対策 ログ分析編
2日 ¥176,000

3.5時間

脅威を学習するコースです。セキュリティの“今”を

SCC0272G

¥2,200

OLT0025 プラットフォーム診断コース

ティ10大脅威』
を中心に、
個人が警戒すべき最新の

情報セキュリティ対策 CSIRT編
2日 ¥143,000

40分

におすすめします。

情報セキュリティ対策 技術概要編
2日 ¥143,000

ラシーの習得を短期間で目指すコースです。セキュ
リティについて学びたいすべてのビジネスパーソン

SCC0159G

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 ¥71,500

GEN1020 情報セキュリティ研修
【テレワーク編】

ビジネスパーソンに必要となる、セキュリティリテ

セキュリティ、VPN等について、実習を交えて学習

Palo Alto Networks Firewall 10.1
Essentials (PAN EDU-210)

します。構築・運用にたずさわるセキュリティエン
ジニア等におすすめです。

5日 ¥451,000

＊本コースは
「情報セキュリティ対策 システム構築編」
の後継コースです。
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SCC0335V

パロアルトネットワークスの次世代ファイアウォール

の構成、
管理、
監視について、
講義とハンズオン演習

を交えて5日間で学習します。

表示価格はすべて税込みです。

Trend Micro
プロダクトマネジメントコース
Trend Micro Apex One Certiﬁed
Professionals ベーシック
2日 ¥154,000

SCC0293V

Trend Micro Apex One Certiﬁed
Professionals マイグレーション
1日 ¥77,000

SCC0292V

NEW

Trend Micro Apex One
SaaS Training for Certiﬁed Professionals
2日 ¥154,000

SCC0359V

Trend Micro Deep Security
Training for Certiﬁed Professionals
3日 ¥214,500

SCC0170V

インシデントレスポンスコース
標的型攻撃

エンドポイントセキュリティ製品Trend Micro Apex

対応・防御トレーニング 5日版

Oneの初学者を対象としたコースです。実習を交え
て製品知識を学習します。

5日 ¥440,000

ウイルスバスターコーポレートエディションから、

2日 ¥198,000

SCC0314R

セキュリティナレッジトレーニング
事業統括責任者向け
1日 ¥110,000

SCC0315R

セキュリティナレッジトレーニング
CISO向け
1日 ¥110,000

SCC0316R

その技術と手法から攻撃者の意図を理解し、
侵害され

たネットワークの調査・解析を学習するSOC/CSIRT
の技術者の為のハンズオントレーニングです。

＊本コースは
「情報処理安全確保支援士
（登録セキスペ）
特定講習」
対象コースです。

Trend Micro Apex Oneへの移行方法、保護機

標的型攻撃
対応・防御トレーニング 3日版

能等について、実習を交えて学習します。

3日 ¥264,000

総合エンドポイントセキュリティサービスである

Trend Micro Apex One SaaSについて学習する

SCC0333R

「標的型攻撃 対応・防御トレーニング 5日版」
コース
の内容をもとに、多忙な技術者のために学習内容

を凝縮した短期集中トレーニングです。

＊本コースは
「情報処理安全確保支援士
（登録セキスペ）
特定講習」
対象コースです。

コースです。実習を交えて製品知識を学習します。

インシデントマネジメント
基礎トレーニング

Trend Micro Deep Securityの技術的な基礎

1日 ¥88,000

知識 、製品アーキテクチャの理 解、製品インス

SCC0297R

トール技術を学習します。

インシデント調査トレーニング
ネットワーク版

セキュリティナレッジ
セキュリティナレッジトレーニング
業務担当者向け

SCC0295R

高度化する標的型攻撃に対し、
攻撃のステージにおける

1日 ¥88,000

さまざまなサイバーインシデントに基づく、
DX 推進

SCC0362R

やサプライチェーン上のセキュリティリスクを洗い
出し、実際のビジネスオペレーションへのサイバー

インシデント調査トレーニング
クライアント端末版

セキュリティの適用を行うためのトレーニングです。

1日 ¥88,000

事業運営におけるサイバーセキュリティのリスクを、

SCC0298R

事業とICT活用の観点で結び付け、事業部門にお
けるサイバーセキュリティ戦略に基づき、体制の

NEW

構築とその運営を行うためのトレーニングです。

インシデント調査
トレーニング サーバ版

1日 ¥88,000

サイバーセキュリティ戦略の立案や組織計画、
運用などを学習します。セキュリティ統括責任者

SCC0299R

CSIRTを構築・運用するにあたって必要となる
インシデントマネジメントの基礎知識や、最新の
サイバー攻撃と対応策などを習得する座学中心
のトレーニングです。

サイバー犯罪者のネットワークを介した攻撃を再現
しながら、それらを効果的に検出・防御するための

運用方法を習得します。技術者向けのハンズオン
トレーニングです。

クライアント端末を発生源とするインシデントに対

する各種ログを用いた調査手法を学びます。
また、
EDRによる解析手法を習得します。技術者向けの

ハンズオントレーニングです。

サーバへの攻撃に対して、その痕跡の調査手法を

学びます。あわせてホスト型IPSを活用した検知・
対処方法を習得します。技術者向けのハンズオント

レーニングです。

(CISO)向けのトレーニングです。
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表示価格はすべて税込みです。

データベース

Oracle

データベースをこれから学習する方向けの基礎コース、現在開発を行っている方

認定トレーニング

向けの応用コース等があり、
自分が現在必要なスキルを学習することができます。

Oracle Database: SQL 基礎 I

基礎
データベース入門
2日 ¥77,000

DB0037CG

基礎から学べる実践SQL
2日 ¥88,000

DB0044CG

ERモデルによるデータベース設計
2日 ¥99,000

U718J

データベースをこれから学習する方は最適です。
SQL言語だけではなく、データベースが持っている

2日 ¥104,500

DBC0027G

2日 一社向け DB0030CG

3日 ¥296,340

RAC0171V ※1

Oracle Database:
管理クイック・スタート

データベースにデータの処理要求の際に使用する
SQLの書き方を、基礎から実践まで学習します。

2日 ¥198,000

RAC0174V

2日 ¥230,340

RAC0175V ※1

です。ERダイアグラムの記述方法等を通して、

Bronze Oracle Database 12c の取得をお考え
の方にもおすすめです。

Oracle Database 19cのインストールからバック

アップ・リカバリ、およびパフォーマンス監視まで、
データベースの運 用を継 続するために必 要な

Oracle Database 19cの基本的な管理タスクの
実行方法を学習します。

Oracleのeラーニングである「ラーニングサブスクリプション」では、オラクル認定試

業務要件を満たし、整合性のとれたデータベース

験を受験することができます。

を構築するための基本を習得します。

ラーニングパスに沿って学習を進めることで、必要なスキルを無理せず習得できます。
ORACLE MASTER Bronze/Silver
Learning Subscription

データベース・システム開発者の方を対象とした

テクニックについて学習します。インデックスなど

1年間

のオブジェクトの活用法、クエリの実行計画を用
いたデータ取得のアクセス経路を確認する方法

¥461,340

RAX0216R

ORACLE MASTER Gold
Learning Subscription
1年間

データベースの設計、実装、運用保守と幅広く学
びたい方におすすめです。

¥461,340

RAX0217R

ORACLE MASTER Platinum
Learning Subscription

前半では設計図を作成するための基本知識、後
半では作成した設計図を実装していくまでの考慮

1年間

事項と運用保守について学習します。

¥659,340

RAX0218R

All Technology ラーニング・
サブスクリプション
1年間
※1 バウチャ1枚[試験用]付のコース

ベースに関わっていく方、ORACLE MASTER

eラーニング

これからデータベース設計をする方向けのコース

などを学習します。

データベース技術研修

RAC0170V

基本的な機能に関して理解できます。

応用
開発者のためのデータベース
アクセスチューニング

3日 ¥264,000

開発者・管理者を問わず、これからOracleデータ
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¥659,340

RAX0219R

ORACLE MASTER Bronze /Silver の取得を
お考えの方におすすめです。

ORACLE MASTER Goldの取得をお考えの方に
おすすめです。

ORACLE MASTER Platinumの取得をお考え
の方におすすめです。

様々な分野について学ぶことができます。詳細は
Webをご覧ください。

表示価格はすべて税込みです。

Microsoft SQL Server

Microsoft 365

機能別速習トレーニング (Microsoft SQL Server)

Microsoft 認定資格トレーニング (Microsoft 365)

基礎
Microsoft SQL Server 基礎
1日 ¥66,000

MSC0531G

Microsoft Azure SQL
Database 基礎
1日 ¥71,500

MSC0583G

Microsoft 365 基礎
(MS-900T01)

Microsoft SQL Serverのデータベース オブジェ
クト、セキュリティ、ネットワーク接続などの仕組み
について学習します。

Microsoft Azure SQL Databaseの基本操作、
SQL データベースの作成、既存のデータベースを
Microsoft Azure SQL Database環境に移行
する方法などを学習します。

運用管理

MSC0755G

SQL Server 運用管理(後編)
〜開発編〜
2日 ¥143,000

MSC0756G

Microsoft SQL Server
高可用性ソリューションの実装
MSC0540G

Microsoft SQL Server
パフォーマンス チューニング
2日 ¥143,000

1日 ¥84,700

MSC0752V ※1

MSC0541G

※1 バウチャ1枚[試験用]付のコース

またはクラウドの基礎について基礎知識を習得
したいエンジニアが対象です。

クラウド サービスとSaaSのクラウドモデルを採用

する際の考慮事項と利点やMicrosoft365クラ

試験：MS-900
Microsoft 365 Certiﬁed: Fundamentals

ウド サービス プランについて重点的に説明します。

Windows 10
(MD-100)

Windows 10コアサービスのインストール、構成、

MSC0677V

一般的なローカル管理およびメンテナンスを実行
するITプロフェッショナル向けのコースです。

試験：MD-100
Microsoft 365 Certiﬁed: Modern Desktop Administrator Associate

インストールと構成、ファイルの管理、バックアップ

と復元、データのインポート/エクスポート、セキュ
リティ、管理作業の自動化、SQL Serverの監視に

機能別速習トレーニング (Microsoft 365)

ついて学習します。

Ofﬁce 365

データベース オブジェクトであるテーブルの設計と

実装、インデックスの設計と実装、ビューの実装、

Oﬃce 365 管理の基礎

ストアド プロシージャの実装、関数の実装について
学習します。

1日 ¥66,000

応用

2日 ¥143,000

MSC0719V

5日 ¥357,500

SQL Server 運用管理(前編)
〜管理編〜
3日 ¥214,500

1日 ¥71,500

組織でのクラウドサービスの展開と管理を検討中、

MSC0705G

シングルサインオン

Microsoft SQL Server の高可用性ソリューション

AD FS を使った Oﬃce 365
シングル サインオンの実現

の機能である AlwaysOnフェールオーバー クラス
ター インスタンス、AlwaysOn可用性グループ、デー

1日 ¥77,000

タベース ミラーリング、ログ配布を学習します。

MSC0470V

本コースでは、Oﬃce 365 for Enterpriseに携わる
全社管理者に、各サービスの解説と管理、ユー
ザー管理手法、など Oﬃce 365 for Enterprise
全体を管理する方法について説明します。

オンプレミスに展開された Active Directory のユー

ザー情報を使用してOﬃce 365にアクセスするための

シングルサインオン環境を構築する方法を学習します。

Exchange Online

Microsoft SQL Server のインデックス（カバーリ
ングインデックス、列ストアインデックス）、インメ

Exchange Online への移行と共存

モリOLTP、バッファープール拡張、それにパフォー

マンス監視ツールなどの仕組みについて学習します。

2日 ¥165,000
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MSC0554G

Oﬃce 365 のメール/予定表サービスである Exchange
Onlineを利用するために必要な、既存メール環境
からの移行と共存の方法について、ハンズオンで
効果的にスキルを習得します。

表示価格はすべて税込みです。

Power Platform

Java
初めて学習される方

Microsoft 認定資格トレーニング (Power Platform)
Microsoft Power Platform
Fundamentals (PL-900T00)
2日 ￥143,000

MSC0747V

2日 ¥156,200

MSC0769V ※1

Javaによるデータ構造とアルゴリズム

PowerApps、PowerAutomate、PowerBI、
PowerVirtualAgentsなどを使用した、
シンプルな

2日 ¥88,000

ソリューションの実装について学習します。

Javaによるオブジェクト指向
プログラミング

試験：PL-900
Microsoft Certiﬁed: Power Platform Fundamentals
Microsoft Power Platform
App Maker (PL-100T00)
3日 ¥214,500

MSC0785V

3日 ¥236,500

MSC0786V ※1

3日 ￥132,000

3日 ¥214,500

MSC0821V

3日 ¥236,500

MSC0822V ※1

〜ストリーム,コレクションなど〜

タスクとプロセスを簡素化、自動化、変換するため

2日 ¥96,800

のローコード テクニックを使用してアプリを構築

MSC0809G

Javaデータベースプログラミング

本コースでは、Power BI でデータをモデル化、
視覚化、分析するためのビジネス要件と技術要

2日 ￥88,000

件に沿ったさまざまな方法とベスト プラクティス
について学習します。

オブジェクト指向の重要概念（インスタンスの生

成と利用、カプセル化、継承、例外処理など）を
理解し、Java言語で実現する方法を学習します。

ストリーム
（ファイル入出力）、
コレクション、
ラムダ

式といったJavaの開発において使用頻度の高い

APIの使い方を学習します。また、これらを使用
する上での前提となる機能を紹介します。

JAC0083G

リレーショナルデータベースにアクセスするJDBC

を用いたJavaアプリケーションの作成方法を学習
します。

Webアプリケーション開発
サーブレット＆JSPプログラミング
3日 ¥132,000

JAC0084G

サーブレットとJSPを理解した後、典型的な設計
パターンを用いてサーブレットとJSPを連携させた
Webアプリケーションの実装方法を学習します。

Webアプリケーション セキュリティ

Microsoft 365 利用をベースとして、
Power Apps

キャンバスアプリ開発、
Power Automate のフロー

Webアプリケーションセキュリティ

開発に必要な知識を演習を行いながら身につけます。

より高度に管理するために有償ライセンスの機能に

1日 一社向け WSC0020G

ついても学習します。

※1 バウチャ1枚[試験用]付のコース

学習します。

データベース

機能別速習トレーニング (Power Platform)

2日 ¥143,000

JAC0146G

する方法について説明します。

試験：PL-300
Microsoft Certiﬁed: Power BI Data Analyst Associate

Power Platform による
業務アプリ開発

JAC0081G

Javaシステムプログラミング

Microsoft Power Platform を使用してビジネス

試験： PL-100
Microsoft Certiﬁed: Power Platform App Maker Associate
NEW Microsoft Power BI
データアナリスト (PL-300T00)

JAC0080G

Java言語を用いてデータ構造やアルゴリズムを
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Java 言語を使ってWeb アプリケーションを開発
する方を対象に、Web アプリケーションの代表的
な脆弱性とその対策を学習します。

表示価格はすべて税込みです。

Python
基礎

データ分析・AI
Pythonプログラミング1
基本文法編

2日 ¥88,000

PRC0103G

Pythonプログラミング2
オブジェクト指向編

1日 ¥49,500

PRC0104G

Pythonプログラミング3
標準ライブラリ活用編

1日 ¥55,000

PRC0121G

Pythonによるデータ分析入門

Pythonの基本文法や簡単なアプリケーション
実装のための必須知識を学習します。

2日 ¥104,500

PRC0122G

Pythonで学ぶ機械学習＆
ディープラーニング ハンズオン

汎用的なプログラムを書けるようになるために

必要なオブジェクト指向プログラミングの基礎

2日間 143,000

を学習します。

データ分析・AI

MAC0025G

Pythonの開発において使用頻度の高い標準ライ
ブラリの使い方を学習します。

2日 ¥104,500

PRC0123G

入門
UiPath速習プログラム 入門編
2日 ¥110,000

Webアプリケーション開発

2日 ¥108,900

PRC0124G

DBX0041G

したサーバ・ネットワーク機器へのアクセスを学習
します。

Pythonによる
Webアプリケーション開発

¥26,400

UiPath

ラリ（Paramiko ,Netmiko, NAPALM）を使用

PRC0113V

実践

Djangoフレームワークを用いてPythonでWeb
アプリケーションを構築する方法を学習します。

UiPath速習プログラム 実践編

Djangoの特徴や仕組みを理解し、効率のよい
Webアプリケーション構築技法を習得します。

2日 ¥110,000
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ながら習得することができます。

数学はデータ分析、機械学習の理解をするための

領域にしぼり、図形描画でPythonプログラミング

をしながらより具体的な理解ができるよう構成し

Pythonプログラミングの基礎、
AIを理解するための

外部プログラム（ping等）の実行や、外部ライブ

接続演習をセットにしたコースです。Pythonでの

実装方法をPy thonで実際にプログラミングし

[ASP]Pythonを動かして理解する
機械学習 〜回帰と分類〜
10時間
Pythonの基本文法とサーバ・ネットワーク機器の

教師あり学習を中心とした、機械学習の概要と

ています。データ分析試験を網羅した内容で最初

¥39,600

Python3 エンジニア認定基礎試験

インフラエンジニアのための
Python入門

ラリの基本的な役割と使い方を学習します。

DBX0040G

15時間

ITインフラエンジニア向け

NumPy、pandas、Matplotlibといったライブ

eラーニング

[ASP]データ分析完全パック
（Python 3
エンジニア認定データ分析試験対応）
【データ分析シリーズ 1〜3パック】

ファイル入出力、正規表現、例外処 理といった

Pythonを使ったデータ分析でよく使用される、

PRC0114V

のPythonデータ分析の学習に最適です。

数学を身につけた方向けに、
機械学習の全体像を把

握し、
主に回帰・分類の原理の理解を目指すコースです。

RPAの概要から始まり、RPA導入の利点や注意点、
業務可視化の方法、業務フローの作成を行い、
RPAツールであるUiPath Studioの基本操作、
ワーク

フローの編集を学習します。

速習プログラムの実践編です。UiPath Studioを

使用し、フローチャートとシーケンスのみを使用
したワークフローの一部を作成し、学習します。

表示価格はすべて税込みです。

AI
AI活用において、ビジネス部門・IT部門それぞれがおさえておきたいスキルを習得

システム開発の中にAIを組み込みたいエンジニアの方向け

するトレーニングをご用意しています。

Pythonで学ぶ機械学習＆

AI活用の企画推進を担うビジネス部門の方向け

1日 ¥71,500

3日 ¥165,000

★

AIビジネス活用コース

★

機械学習実践コース
3日 ¥110,000

NEW
AIを導入するためのあるべきステップを学びます。
ネス活用に向けた幅広い内容でお伝えします。

★

実装していきます。E資格＊の取得をご検討の方に
一般社団法人日本ディープラーニング協会（略称：
JDLA）が試験実施・認定する資格です。

データの取り扱い方を含め、機械学習のモデル構築

を学ぶことができます。データサイエンティストと
してデータ分析力と実装力を身につけたい方に

MAC0018R

おすすめです。

★

データサイエンス

実践コース(3日間版)

3日 ¥110,000

実践課題を交え、画像や自然言語処理などビジ

MAC0022R

処理・時系列解析・自然言語処理を扱い、それぞれ
もおすすめです。

です。
「AIプランナー入門」より実践的な内容です。

BSC0034G

実践力を身につけデータサイエンティストを目指す
方におすすめ。データ分析に必要な統計・数理

MAC0026R

基礎知識、データ加工・可視化、レポーティング

スキルを実データを用いた演習形式で学びます。

こちらもオススメ

ノーコードで機械学習を実装しビジネスに役立つ

AI活用に向けての関連知識として下記コース・eラーニングもご用意しています。

データ分析を行いたい方におすすめ。統計や機械

学習の基礎や、データ分析の結果に基づく課題
解決の提案（レポーティング）
を学びます。

Pythonによる

データ分析入門

★のマークがついているコースは株式会社キカガク主催です。
2018年に弊社は、
株式会社
キカガクとデータサイエンティスト育成事業の強化を目指し資本業務提携を行いました。
キカガクは、
マシンラーニングの教育・コンサルティングを専門とした事業を展開しています。
※1 バウチャ1枚[試験用]付のコース

MAC0017R

P44

ディープラーニングを用いた主要技術である、画像

＊E資格

AIを利用してビジネスモデルを構築したい方向け

ビジネスモデルの構築と提案

MAC0027R

ます。

整理し、
AIを活用したビジネス企画書を作成します。

AIを活用した

1日 ¥55,000

ハンズオンコース(E資格対策コース)

ビジネス企画の経験が少ない方におすすめします。

BSC0038G

データサイエンス活用コース

★

ディープラーニング

い方へ。AIの基本的な概念と、Microsoft Azure

AIでビジネスモデルがどう変化するのかを演習で

AIプランナー入門

DX実践

Python基礎コース

のAIソリューションについてデモを交えて説明し

MSC0759V ※1

NEW

に学びます。

クラウドのAIソリューション活用法をイメージした

1日 ¥84,700

1日 ¥55,000

のプロセスや、主要ライブラリ・画像分類を効率的

ネスパーソンにもおすすめします。

MSC0758V

DX推進

十分に抑え、モデル構築・評価・チューニングなど

MAC0025G

やプログラミングの知識は不要なので一般のビジ

DBC0099G

1日 ¥71,500

2日 ¥154,000

ます。難解な数学や理論はAI利活用のための必要

基礎用語を理解したい方向けのコースです。数学

Microsoft Azure
AI の基礎 (AI-900T00)

2日 ¥143,000

2日 ¥143,000

マシンラーニング
（機械学習）
の要素技術を俯瞰し、

マシンラーニングオーバービュー

講義とハンズオン演習で機械学習を初歩から学び

ディープラーニングハンズオン

2日 ¥104,500 PRC0122G
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[ASP]Pythonを動かして
理解する機械学習
〜回帰と分類〜

[ASP]データ分析シリーズ1 AI数学
〜文系でも理解できる!高校から始める
データ分析、AIのための数学〜

10時間 ¥26,400 DBX0041G

5時間 ¥13,200 DBX0037G

表示価格はすべて税込みです。

IT人材のためのビジネストレーニング
トレノケートでは、ITプロフェッショナルの方々に特化したビジネススキル研修を提供

【PDU対象】

しています。

このような方に
おすすめ

IT人材のための
『聴く』
力
1日 ¥66,000

システムインテグレーターや情報システム企業、企業の
IT・情報システム部門に従事するビジネスパーソンの方

HSC0212G

【PDU対象】

IT人材のための会計の基礎

 ITの現場でチームを率いる立場である

1日 ¥66,000

 社内外の関係者と円滑なコミュニケーションをとれるスキルを身につけたい

BSC0047G

 企画力や思考力を高めたい

顧客へのヒアリングや社内外の利害関係者との

打ち合わせ場面など、
ビジネスシーンにおける
「聴く
場面」
を想定した演習を繰り返し行います。

システム提案やコンサルティングにおいて、顧客の

ビジネス状況の分析は必須のスキルです。この
コースでは企業活動における会計処理の流れと
用語を理解し、最終的に財務諸表の構成が理解

でき、状況を読み取って説明できるようになること
を目指します。

IT人材のためのビジネストレーニングシリーズ

【PDU対象】

IT人材のためのビジネストレーニングシリーズは、IT人材の方々が今後ますます求め

IT人材のための財務諸表の読み方

られるであろうビジネススキルを習得するのに適した研修シリーズです。IT現場での

2日 ¥132,000

事例やノウハウ、演習を随所に盛り込んだ内容となっており、現場をイメージしながら

BSC0048G

実際の有価証券報告書を使用し、貸借対照表、
損益計算書、キャッシュフロー計算書などの財務

諸表から何がわかるかを解説します。また、分析
した評価をビジネスに活用する方法を学びます。

受講いただけます。

【PDU対象】IT人材のための

チームワークとリーダーシップ

2日 ¥126,500

HSC0209G

【PDU対象】IT人材のための

効果的コミュニケーション・スキル
2日 ¥126,500

HSC0211G

IT人材のための

プロジェクト入門
1日 ¥55,000

PMC0167G

IT人材のための

ITに関わるチームで働く際に起こる様々な事柄を

ロジカル・シンキング入門

題材に、
チームワークとリーダーシップの各機能を

1日 ¥60,500

学習します。

ITの現場でよくあるケースを題材にした演習で、

BSC0049G

ロジカル・シンキングを初めて学ぶ方を対象に、
仕事への活用法を学ぶコースです。問題解決、提案

活動、会議運営など具体的な活用シーンを想定

して演習を行います。

業種・職種問わず、
さまざまなビジネストレーニングもご提供

コミュニケーション・スキルを基礎から体験的に
学習し、コミュニケーション・スキルの再点検とレ

その他にも多様なビジネストレーニングをご提供しています。業種・職種問わず、多く

ベルアップを図ります。

のビジネスパーソンのスキルアップや内省につなげていただけます。

要件定義、
システム企画、
提案 P47〜

ITプロジェクトを基礎から学習します。ITプロジェ

クトにこれから関わる方におすすめ。新入社員の

方でもストーリーを通じて業務を疑似体験する

ことで、配属後のポイントを掴むことができます。
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プロジェクトマネジメント

P49〜

ヒューマンスキル

P51〜
表示価格はすべて税込みです。

ビジネスアナリシス・要件定義・システム企画
ビジネスアナリシス
（BA）
・要件定義
【PDU対象】
プロジェクト企画者のための
ビジネスアナリシス
1日 ¥66,000

PMC0150G

【PDU対象】要求定義(前編)
2日 ¥132,000

SWC0015G

【PDU対象】要求定義(後編)
2日 ¥132,000

SWC0016G

【PDU対象】
プロジェクトマネジャーの
ためのビジネスアナリシス
2日 ¥132,000

PMC0151G

業務のシステム化のポイント
【PDU対象】
業務改革とシステム化の
ポイント(会計システム編)

ビジネスニーズに基づきビジネスケースを策定する
手順と具体的な手法を演習を通して学習します。

1日 ¥66,000

ユーザと要求定義を行う方が、業務分析、要望の

【PDU対象】
業務改革とシステム化の
ポイント(販売・購買・在庫システム編)

収集、要件の導出・分析までの作業の流れと成果
物について学習します。

1日 ¥66,000

要求定義・外部設計工程に関わる方が、システム

1日 ¥66,000

を定義するプロセスと成果物について学習します。

1日 ¥66,000

潜在的なものを含めた要求の引出し、要求事項の

【PDU対象】ITプロフェッショナルのため
の販売・物流管理の基礎
1日 ¥66,000

BS0033CG

【PDU対象】ITプロフェッショナルのため
の生産管理の基礎
1日 ¥66,000

BS0034CG

CNC0037G

概要、会計システム改革のポイントに関する知識等
を習得します。

販売・購買・在庫業務の基礎知識、
業務処理と販売・
購買・在庫システムの概要、
販売・購買・在庫システム
改革のポイントに関する知識等を習得します。

生産管理業務の基礎知識、生産管理システムの
概要、改革を行う際のポイントを習得します。

システム企画・RFP

モデリング・妥当性確認・モニタリングの手順と
具体的な手法について演習を通して習得します。

【PDU対象】
成果につなげるIT企画提案
基礎編
1日 ¥71,500

BSC0047G

CN0071CG

【PDU対象】
業務改革とシステム化の
ポイント(生産管理システム編)

要件から外部設計を行うために必要な要求仕様

業務知識
【PDU対象】IT人材のための会計の基礎

CN0072CG

会計業務の基礎知識、業務処理と会計システムの

企業活動における会計処理の流れと業務で使用

CNC0048G

【PDU対象】
成果につなげるIT企画提案
実践編

される用語を学習し、
各種財務諸表から状況を読み
取ることを目指します。

2日 ¥143,000

販売・物流業務の受注、商品受渡、決済までの流れ

CNC0049G

【PDU対象】
RFP作成と提案評価
〜最適なIT調達の実現に向けて〜

と業務で使用される用語を学習します。

1日 ¥71,500
製造業務の生産計画から完成品入庫までの流れと

CNC0050G

情報システム部門の現状や課題、システム企画・提

案の進め方、企画書の全体像と必要な要素を学習
します。

基礎編で学習した内容を演習で実践し、
「知ってい
る」から「できる」への変換を図ります。研修全体
の8割はグループ演習を行います。

精度の高いRFPを作成し、IT企業からの提案内容
を適切に評価して、経営層が納得できる企業選定
ができるようになることを目指します。

RPA導入・業務プロセス改善

業務で使用される用語を学習します。

【PDU対象】RPA入門
1日 ¥82,500
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BSC0035G

【PDU対象】RPA BPMによる
業務プロセス改善

2日 ¥165,000

BSC0036G

表示価格はすべて税込みです。

ソリューション提案

営業力・コンサルティング

「要求引き出し力」
「問題解決力」
「提案説得力」
の3つのスキルに特化したトレーニング

営業力

により、
ソリューション提案スキルの向上を支援いたします。

【PDU対象】
IT営業力の強化 基礎編

このような方におすすめ

2日 ¥145,200

提案の機会は得られたものの、最終的に競合他社に負けてしまうことが多い

ただ自社サービスをすすめるだけでなく、顧客の課題解決に最適な方法を考えられるようになりたい
説得力があり
「顧客から選ばれる提案」
を行えるようになりたい

【PDU対象】
IT営業力の強化 実践編

●顧客の購買プロセスに応じたスキルが必要

2日 ¥145,200

顧客から選ばれる提案を行うためには、購買プロセスごとの顧客の状況・思考に応じた
最適な行動をとるためのスキルが必要です。
顧客の
購買プロセス
必要なスキル

課題認識
情報収集

問題解決策
の検討

提案の評価
発注先の検討・決定

要求引き出し力

問題解決力

提案説得力

・信頼関係の構築
・潜在ニーズの引き出し

・課題の分析
・解決策の検討、立案

2日 ¥132,000

SWC0032G

PSC0025G

果たす役割を理解することで、IT営業活動に必要な
意識と行動を学習します。

顧客からの信頼を得られるポイントは何か、受注

するために、いつ何をしなければならないのか、と
いった勘所を講義と演習を通じて習得します。

コンサルティング
【PDU対象】
ITコンサルタントの養成
(基礎)
2日 ¥132,000

・説得力ある提案の作成
・他社との差別化ポイント、
付加価値の明示

CNC0035G

【PDU対象】
ITコンサルタントの養成
(IT戦略編)

●ソリューション提案スキル育成コース
要求引き出し力
【PDU対象】要求引き出しスキル
実践ワークショップ

PSC0024G

IT営業活動の内容と営業プロセスを学習し、営業が

2日 ¥132,000

CNC0033G

【PDU対象】
ITコンサルタントの養成
(経営戦略編)

顧客の真のニーズを引き出すために必要な信頼関係

の構築、傾聴、質問、問題解決を支援する会話に

関するスキルを、ロールプレイを通じて練習します。

2日 ¥132,000

CNC0032G

ITコンサルタントに必要な現状分析、課題設定、

実行管理、達成評価の4つのスキルを習得します。

ITコンサルティングのプロセスにおける、IT戦略の
策定からITの企画までを学び、調達文書の策定が

できるようになることを目指します。

経営戦略の立案に必要な技法の知識を身につけ、
現場で活用できるようになることを目指します。

問題解決力
【PDU対象】問題解決スキル
実践ワークショップ 基礎編
2日 ¥132,000

BSC0033G

「問題の設定→問題箇所の特定→原因分析→解決
策の決定」
の順に、
ロジカルで説得力のある問題解
決プロセスを体験していきます。

提案説得力
【PDU対象】
ソリューション提案スキル
実践ワークショップ 基礎編
2日 ¥132,000

BSC0043G

顧客に選ばれる提案に必要な手順を実践的な演習

を交えて学習します。最終提案直前の商談を想定し
た緊張感あるロールプレイも実施します。
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表示価格はすべて税込みです。

PMP /プロジェクトマネジメント
PMP 新試験対応コース

プロジェクトマネジメント基礎

プロジェクト・マネジャーの国際資格PMP の試験が2021年1月に改定されました。

基礎コースは、プロジェクトマネジメントの基礎的な知識を習得します。

トレノケートでは新試験に対応したPMP 試験対策コースを提供しています。
PMP

BOOT CAMP

〜新試験対応版〜

5日 ¥308,000

【PDU対象】
プロジェクト

【PDU対象】事例で学ぶ

2日 ¥121,000 PMC0132G

2日 ¥121,000 PMC0133G

2日 ¥132,000 PMC0154G

マネジメント(前編)

5日間の集中トレーニングで、PMP 資格取得に

必要な知識を網羅的に学習します。

PMC0161G

【PDU対象】
プロジェクト

POINT ●PMI 提供の教材を使用

マネジメント(後編)

プロジェクトマネジメント

こちらもおすすめ！
「行動スタイル分析を活用したプロジェクトマネジメント研修」

●約200問の自主学習用問題集を提供
●本コースで事前学習35時間を取得

プロジェクト・マネジャーには、多様なメンバーとの信頼関係を構築しチームを率いて

●PMI 認定教育機関「ATP Premier」
によるトレーニング

成果を出すピープルマネジメントのスキルが求められます。弊社では「自己・他者の行

PMI の認定教材を使用した試験対策講座は、ATPとして認定された機関・イン

分析をベースにしたトレーニングをご用意しています。

動スタイルの理解」がピープルマネジメントの第一歩だと捉え、DiSC 行動スタイルの

トレノケートはPMI の認定教育機関 ATP Premierに認定されています。

ストラクターのみ提供可能です。トレノケートはその中でも上位のATP Premier
として認定されており、また所属インストラクターも認定を取得しています。

●受講者の皆様からのコメント

「講習会が始まる前の案内メールから、講習会の実施・受講で迷うポイントがなく、全般的に完璧な
内容でした。
ありがとうございます。」

DiSC とは？

このような方におすすめ

1920年代に提唱されたDiSC理論をベースにした
行動スタイルの分析ツールです。
自身や他者の行動
スタイルを理解することにより、
チームビルディング
に役立てることができます。

●メンバーへの指示出しが上手くいかない
●メンバー間の対立に頭を悩ませている
●PMやリーダーになったばかりで、チームのマネ
ジメントに不安がある

【PDU対象】
DiSC (行動スタイル分析)
ベーシック編

「講義の内容もさることながら、チャットで皆さんの意見も聞けたのは良かったです。参考にさせて
いただきたいと思いました。試験対策だけでなく、若手チームメンバーへの教育のヒントが沢山あり
ました。」

1日 ¥71,500

「全体的に分かりやすく、業務への適用もできそうだと感じました。」

【PDU対象】
プロジェクト・マネジャーの
基本行動 ベーシック編 アセスメント無し

入門コースは、初めてプロジェクトに参加する方向けのものです。

IT人材のためのプロジェクト入門
1日 ¥55,000

PMC0167G

行動スタイルの特徴を把握し、相手と良好な関係
を築くために効果的なアプローチを学習します。

PM0085CG

【PDU対象】DiSC
(行動スタイル分析) マネジメント編

自分と部下の行動スタイルの特徴を把握し、良好

2日 ¥143,000
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テークホルダーと良好な関係を築くために役立

つ対人関係スキルを学び、チームビルディングに

NEW

プロジェクト・メンバーのための
プロジェクト入門

新任プロジェクト・マネジャーがチーム内外のス

PMC0158G

2日 ¥132,000

さまざまなプロジェクトに対応

1日 ¥55,000

他者適応を学びます。自分の行動スタイル、他者の

DiSC (行動スタイル分析)ベーシック編（コースコード：PMC0157G）
は、
DiSC対応コースの前提条件として、最初に受講いただくコースです。

プロジェクトマネジメント入門
ITプロジェクトに特化

PMC0157G

アセスメント結果をもとに、自己理解、他者理解、

PMC0166G

役立てられるようにします。

な関係を築くためにどのようなアプローチが効果
的かを体験するコースです。

表示価格はすべて税込みです。

プロジェクトマネジメント
プロジェクトマネジメント応用

プロジェクトマネジメント実践

応用コースは、各領域の専門性を高め応用力を習得します。

実践コースは、
ディスカッションやロールプレイを中心に行い実践力の向上をはかります。

リスクマネジメント

ステークホルダー・マネジメント

委託先管理

【PDU対象】
プロジェクト・マネジャーの
ためのリスク・マネジメント
2日 ¥132,000

PMC0152G

計画書作成

2日 ¥132,000

【PDU対象】
【現場体験型】
ステークホルダーを動かすあの手この手

PMC0153G

1日 ¥66,000

アーンド・バリュー・マネジメント

【PDU対象】PMBOK Guideベースの
プロジェクトマネジメント計画書作成
2日 ¥132,000

【PDU対象】
プロジェクトを成功に導く
委託先管理

PMC0155G

BA

企画・提案力

【PDU対象】
アーンド・バリュー・マネジメント(EVM)
2日 ¥132,000

PM0044CG

2日 ¥132,000

2日 ¥132,000

PMC0151G

アジャイル

PMC0148G

システム開発関連法規
【PDU対象】
プロジェクトマネージャのための
システム開発関連法規解説
1日 ¥66,000

PMC0150G

1日 ¥66,000

CN0051CG

2日 ¥94,600

【PDU対象】
【現場体験型】
プロジェクト・マネジャーの実行力

BSV0001G

2日 ¥132,000

品質管理

PMC0139G

PMBOK Guide 第７版対応

【PDU対象】
ソフトウェア品質管理
2日 ¥121,000

PMC0119G

困難な局面を乗り超える

【PDU対象】
【オンラインLive】
【4.5H 2回】
アジャイル・プロジェクト・マネジメント概要

2日 ¥132,000

PMC0112G

【PDU対象】
【現場体験型】
プログラム・
マネジャーのためのプロジェクト・レビュー力
1日 ¥66,000

PMC0118G

複数プロジェクト

【PDU対象】
【現場体験型】
進捗会議のツボ

アジャイル

【PDU対象】
アジャイル・プロジェクト・マネジメント
2日 ¥132,000

1日 ¥66,000

PMC0117G

会議運営

【PDU対象】
プロジェクト企画者のための
ビジネスアナリシス

【PDU対象】
【現場体験型】
最強プロジェクト・チーム・マネジメント

レビュー力

【PDU対象】
【現場体験型】
PMと営業のための企画・提案力

企画者のためのBA

【PDU対象】
プロジェクトマネジャーのための
ビジネスアナリシス

PMC0110G

チーム・マネジメント

【PDU対象】
【現場体験型】
複数プロジェクトマネジメント
1日 ¥66,000

PMC0123G

業務改革
【PDU対象】
【現場体験型】業務改革
プロジェクトを成功に導く問題解決力
2日 ¥132,000

PMC0142G

第７版

PMBOK Guide 第７版対応の販売が2021年10月26日から開始されました。

SWC0009G

弊社ではプロジェクトマネジメント系コースのPMBOK Guide 第７版対応を
順次進めてまいります。
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表示価格はすべて税込みです。

ヒューマンスキル
コミュニケーション、
プレゼンテーション、
リーダーシップなど、
仕事を円滑に進め成果を

ファシリテーション

出すためのヒューマンスキルトレーニングを多数ご用意しています。

【PDU対象】

ビジネス・ファシリテーション

コミュニケーション
【PDU対象】

効果的コミュニケーション・スキル
2日 ¥121,000

HSC0072G

相手の言いたいことをきちんと聴き意図を汲み取る

スキルと、
自分の意志や考えを相手に伝えるスキルを

テレワーク上のコミュニケーションの課題を理解し、

1日 ¥33,000

習得します。

HSV0003G

【PDU対象】
【1Day REAL】
徹底的に
『聴く』
力
1日 ¥60,500

HSC0197G

【PDU対象】
【1Day REAL】

「説明上手」
と言われる人になる
1日 ¥60,500

HSC0185G

【PDU対象】

ネゴシエーション・スキル基礎
2日 ¥110,000

HS0035CG

〜オンライン会議の効果を高めるためのTips〜
1日 ¥36,300

コミュニケーションで気を付けるべきポイントを

企画・作成編

2日 ¥110,000

HSC0032G

【PDU対象】
中堅社員のための
チームワークとリーダーシップ

顧客へのヒアリングや利害関係者との打ち合わせ
場面など、
ビジネスシーンにおける
「聴く場面」
を想定

2日 ¥121,000

した演習を繰り返し行い、
「聴く力」
を身につけます。

【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 ¥60,500

HSC0180G

ON026

【PDU対象】
【1Day REAL】
シェアド・リーダーシップ体験

簡潔で分かりやすい説明ができるようになりたい方

へ。
さまざまな場面を設定して繰り返し説明する練

1日 ¥60,500

習を行いながら、
「説明上手になる」
ことを目指します。

HSC0199G

【PDU対象】
【テレワーク実践】成果を出す！
部下とのかかわり方・チーム活動

結果がWin-Win（双方共に勝つ）となる交渉の
考え方や手順を演習を通じて学習します。

1日 ¥36,300

HSV0004G

【PDU対象】
【1Day REAL】仕事をスムースに
進めるための「誰とでもうまくやっていく」関係作り

【PDU対象】

1日 ¥60,500

プレゼンテーション・スキル 実施編
2日 ¥110,000

HSV0005G

チーム活動で活用できるスキルを学習します。

オンラインで成果を出せる会議の方法を、実際の

会議で実践しながら体得します。生産性が向上し、
オンライン会議を有効活用できるようになります。

リーダーシップ開発

プレゼンテーション
【PDU対象】
プレゼンテーション・スキル

HSC0038G

【PDU対象】
【テレワーク実践】決める！会議

学び、
対話によって問題を解決する方法を学習します。

【PDU対象】
【テレワーク実践】

リモート・コミュニケーションの基本

2日 ¥110,000

ファシリテーションとは何かを理 解し、会議や

HSC0033G

HSC0198G

チームで働く際に起こるさまざまな事柄を題材に、
チームワークとリーダーシップの各機能を学習します。

新任リーダーやリーダー候補者の方におすすめします。

役割や立場、
経験や年齢に関係なく、
誰もが仕事を

進め、成果に繋げる
「リーダーシップ」
を発揮できる

よう、
「シェアド・リーダーシップ」
を体験的に学びます。
テレワーク環境下において部下やチームメンバー
と有効にかかわれるコツを持ち帰り、実際に活用
できるようになることを目指します。

【PDU対象】
【1Day REAL】
リーダーに
欠かせない！トラブル対応のツボ
1日 ¥60,500

HSC0189G

モチベーション管理
【PDU対象】変化の時代を生き抜く！

複雑な情報を整理し論理構成を組み立て、
自分が言

モチベーション

いたいことを簡潔な図解にして他者に伝える方法を

学びます。
アウトプットの前の思考整理にも役立ちます。

1日 ¥55,000
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HSC0164V

MSQアセスメントを活用し、自分のモチベーション

の状態や構造を理解します。自らモチベーションを
コントロールしていくきっかけを得ます。

表示価格はすべて税込みです。

ヒューマンスキル
新入社員 / 若手社員向け
NEW

主体的に考え、行動する

1日 ¥40,700

HSC0219G

若手社員のためのフォロワーシップ
1日 ¥55,000

HSC0056G

若手社員のためのタイムマネジメント
1日 ¥55,000

HSC0089G

メンバー育成 / OJT支援
【PDU対象】
【1Day REAL】
うまい教え方

自身の
「強み」
「弱み」
を知り、主体性を高めるため
の考え方を、演習を通じて学びます。

1日 ¥60,500

【PDU対象】
【1Day REAL】
やって身につく！1on1ミーティング

チームに所属している方が、自分の力を高めるとと
もに、組織のパフォーマンスを高めるための手法
を学ぶコースです。

1日 ¥60,500

時間管理とPDCAサイクルを効果的に活用する
ります。

2日 ¥110,000

のための評価者研修〜全体像を知る〜
HSC0215G

NEW 体系的に学ぶ 新任管理職

のための評価者研修〜実践！目標設定編〜
HSC0216G

NEW 体系的に学ぶ 新任管理職

のための評価者研修〜実践！評価面談編〜
1日 ¥40,700

HSC0217G

評価制度の考え方や、評価面談までの一通りの

について学びます。

トレイン・ザ・トレーナー

バックの手法について学びます。

【PDU対象】
【1Day REAL】
「感情マネジメント」
のコツ

マネージャが自身の感情を理解するとともに、感情

OJT受け方研修

習を通して学び、
「教えること」
の実践力を身につけます。
上司と部下の1on1ミーティングにおいて、部下の

「個を活かす」ためにどのように対話すればよいの
かを体験的に学びます。

はじめてコーチングを学ぶ方を対象に、コーチング
の基本スキルについて段階的に学んでいきます。

若手社員との関係構築方法やティーチング、コーチ
ングのスキル、OJTトレーナー自身のセルフケアなど
OJTに役立つ幅広い知識とスキルを学びます。

｢OJTを受ける側がやるべきこと、
持っておく心構え」

に焦点を置き、OJTが始まる前に身につけておきた

い考え方を学びます。

講師養成/教材開発

評価制度の考え方や評価面談の方法、フィード

ベーション向上戦略を立案するプログラムです。

HS0073CG

1日 一社向け HSC0213G

目標設定の考え方や設定方法、実行中のフォロー

2日 一社向け HSC0184V

HSC0186G

NEW

びます。

「やる気」分析システムMSQにより受講者自身と

研修(2日版)(Web版MSQ付き)

1日 ¥60,500

流れ、各フェーズで押さえるべき点を網羅的に学

【PDU対象】管理職向けモチベーション

1日 ¥60,500

HSC0039G

【PDU対象】
後輩の教え方育て方

NEW 体系的に学ぶ 新任管理職

1日 ¥40,700

HSC0177G

【PDU対象】
ビジネス・コーチング

ための方法を学習し、自分の業務時間をふりかえ

マネジャー向け

1日 ¥40,700

HSC0188G

実際に教えてみる体験を通して自分の教え方を振り返

ります。
誰に何を教える時にも活かせる7つの秘訣を演

4日 ¥220,000

ON258

魅力ある研修や教材作りのノウハウ

その部下のモチベーションを分析し、
お互いのモチ

2日 ¥143,000

HSC0100G

人材開発の基礎知識(Oﬀ-JT編)

をセルフマネジメントすることで、
チームに良い影響
を与えるための方法を学習します。

1日 ¥66,000
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HSC0149G

成人学習の原理原則をふまえ、質の高い研修を提

供するための知識とテクニックを学びます。社内外

の研修を企画・実施する講師の方におすすめです。
教材設計のよりどころとなる教育工学のアプロー

チ
「インストラクショナルデザイン
（ID）」を体験的
に学ぶことができます。

人材開発理論の大切なエッセンスを、1日で効率

よく学びます。(OJT編)もあります。

表示価格はすべて税込みです。

AMA
AMAとは

グローバル人材育成

世界有数のグローバル人材コンサルティング組織

AMAの研修では、世界のベストプラクティスを習得できます。多くの企業、団体の

成長に必要なグローバルで活躍できるマネジメントや

バルリーダー養成」研修に10年連続採用されました。

グローバル人材育成に採用されています。一般社団法人 経団連事業サービスの「グロー

AMAは1923年、ニューヨークの実務家たちが、企業の

リーダーシップ能力をどうすれば効果的に教育できる

【PDU対象】
グローバルマインドセット

のかといった熱い思いから誕生した世界有数の人材育成
コンサルティング組織です。

1日 ¥66,000

AMC0159R

先を見据えた企業の課題・ベストプラクティスを反映

ビジネスの課題は、市場のニーズや景気動向とともに刻々と変化します。AMAでは
業種やテーマ別にカウンシル（委員会）を設置しており、市場調査や会員企業の経営
委員会のメンバー例：Corning、Deloitte Global、IBM、Colgate-Palmolive他
https://www.amanet.org/about/board-of-trustees/

100年の実績 1千万人
1923年創設

過去10年間の受講者数

英語・日本語
での実施

AMC0158R

AMC0160R

Business Presentation Skills
in English

2日 ￥154,000

AMAの特徴 - 実務ですぐに活用できるスキルを身につける 実務経験豊富
な講師陣

スキルと心構えを学びます。

1日 ￥77,000

唯一提供しています。

世界共通の
プログラム

1日 ¥77,000

ファシリテーション

トレノケートグループのクインテグラルは、AMAのコースを日本およびアジア6か国で

識』
と定義し、そのために必要な意識、視点、知識

を学習します。

英語を学ぶのではなく、日本人特有のスタイルを

【PDU対象】
グローバルミーティング

A M Aの終身顧 問に
就任していた生前の
ピーター・ドラッカー氏

ゆる事象を地球規模の視点で考えようとする意

【PDU対象】
グローバルビジネス
ディスカッション

幹部が共有した企業の課題やベストプラクティスをもとに、コース開発を行っています。

グローバルマインドを
『自分（自社）
を取り巻くあら

AMC0116R

知り、国を問わず通用するグローバルスタイルの

多様なメンバーが参加するグローバルミーティング

を上手にファシリテートするための心構えとスキル
を学びます。

英語でのプレゼンテーションスキルを身につけ、

自信に満ちた説得力のある発表方法を学びます。

（英語の講義・教材）

リモートワークの生産性を上げる新コース
リモートワークやオンライン環境で、成果を上げることができるコースをリリース

Blended Learning
実践的学び

しました。

【PDU対象】
リモートワーク

【PDU対象】オンラインビジネス

【PDU対象】英語でのオンライン

1日 ¥71,500 AMC0197R

1日 ¥71,500 AMC0198R

2日 ¥154,000 AMC0199R

で差をつける！

53

プレゼンテーションスキル

プレゼンテーションスキル

表示価格はすべて税込みです。

AMA
物事の背景を理解し、
変化をとらえ実行する

変化の中で必要な人材・組織であり続ける

【PDU対象】AMA's 5-Day
"MBA"ワークショップ

世の中が激変していく中で、必要とされる人材・組織であり続けるには、何が重要か
を考え実行することです。これらに必要なスキルを中心に紹介します。

5日 ¥286,000

リーダーシップ/マネジメント
【PDU対象】
エッセンシャル
マネジメントスキル
2日 ¥132,000

AMC0153R

【PDU対象】
オペレーショナル
マネージャーから戦略的マネージャーへ
1日 ¥77,000

AMC0154R

【PDU対象】
ボイス・オブ・リーダーシップ
2日 ¥154,000

AMC0167R

【PDU対象】協働的リーダーシップ
2日 ¥132,000

AMC0170R

【PDU対象】
ダイバーシティ&
インクルージョン(D&I)

2日 ￥143,000

AMC0162R

【PDU対象】EQ(心の知能指数)
リーダーシップ
2日 ￥143,000

AMC0144R

AMC0143R

【PDU対象】
VUCA時代に描く
ビジネスストーリー

＜部下育成＞マネージャーの役割は、人を通じて
成果を達成することです。部下の意識を高め、成果
を作り出すスキルを学習します。

1日 ¥77,000

AMC0146R

＜意思決定と遂行＞環境変化に迅速に対応できる
ように、企業の方向性を理解し、現場での効果的
な意思決定とチームをリードしていくスキルを学習
します。

【PDU対象】
ストラテジックプランニング

＜方向性の浸透＞方向性と優先順位を組織に明確
に共有することは重要です。そのためにメッセージ
を効果的に発信するスキルを学習します。

変化する環境で成果を出す

2日 ¥154,000

AMC0161R

【PDU対象】
バーチャルチームを
リードする
2日 ￥143,000

＜協働＞リーダーとしてチームのビジョンや目標
を明確にし、個々のメンバーの能力を最大限に引
き出し、チームに信頼感と結束を生み出すための
意識とスキルを習得します。

AMC0163R

【PDU対象】
クリティカルシンキング
1日 ¥71,500

＜D&I＞インクルージョンのメリットを理解し、エ
ンゲージメントとイノベーションに満ちた活気あ

AMC0157R

【PDU対象】
問題解決/意思決定

る環境を生み出す能力を高めるための手法を学
びます。

2日 ¥143,000

＜感情理解＞感情は思考や行動と密接な関係が
あります。自身や相手の感情や状況を理解する
スキルを学習します。

AMC0176R

【PDU対象】
生産性を高める時間管理
1日 ￥66,000
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AMC0174R

＜経営視点＞5つの視点で会社を俯瞰、分析します。
各部門や人の役割責任がどのように影響し合って
いるのかを学習し、意思決定の基軸となる経営
視点を養います。
＜変化への対応＞企業を取り巻く内・外部環境を
洞察し、将来の変化をいち早く察知する思考力を
強化します。
＜戦略立案＞戦略プランニングを理解し、実際に
戦略のプランニングに携わる担当者が様々な選択
肢から自らの役割を果たすための実践的な知識と
ツールを学習します。

＜チーム＞異なる国や地域にメンバーが点在する
チームの強みを活かし、
メンバー同士の信頼を築いて、
真のつながりを生み出す方法を学びます。
＜思考力＞経験や思い込みなどにとらわれず、現状
起きている事象の事実を客観的に理解するための
思考力を強化します。
＜解決力＞フレームワークを使って、情報を構造
化し洞察し、相互の影響を理解した上で解決策を
作ります。

＜時間管理＞タイムマネジメントの手法を学び、
時間を有効、戦略的に使うスキルを学びます。

表示価格はすべて税込みです。

新入社員研修
貴社の未来を担うITプロフェッショナルへ

通年で新入社員を育成

トレノケートの新入社員研修は、社会人へのマインド

新入社員の育成には入社前、入社後、配属後まで通年での働きかけが必要です。新入社員研修の他、内定者研修や

を作るIT研修を中心に、貴社の未来を担う人材の育成を

■…トレノケートがご支援可能な施策

シフトを促すビジネススキル研修やITエンジニアの土台

OJTトレーナー研修、新入社員のフォローアップ研修も提供しています。
2022年1月〜3月期

支援します。Blended Learning（P16）を取り入れて
学習効果の高い新入社員研修を実施します。

［2021年企業担当者アンケート結果］

満足度

97.4%

＊人事・人材開発・新入社員研修の研修企画担当者向けに実施した
アンケート（2021年6月〜9月）結果

人事部や
人材開発部

（OTJ制度設計
支援部門）

新入社員
研修準備

NEW TRAIN
複数社合同

MIX TRAIN
選択式

定期開催コース

豊富な研修分野

要望をヒアリングし、最適な貴社専
用新入社員研修を設計

ITスキル・ビジネススキル

ネットワーク

セキュリティ

インフラ

クラウド

IT入門

Windows / Linux

Java / C# / Python

Web

ビジネスマナー

ビジネススキル

ヒューマンスキル

グローバルマインド

2022年7月〜9月期

OJT
説明会

部長

上司とOJT
トレーナー
任命と面談
（動機づけ）

OJTトレーナー

エンジニアタイプ別研修パッケージ
から選択 1名から参加可能
豊富な研修分野から、必要な研修を
自由なタイミングで受講可能

OJT
トレーナー
任命

（課長・リーダー）

選べる3つの育成ラインナップ
貴社専用

2022年4月〜6月期

上司向け
セミナー

2022年10月〜12月期

アンケート実施
・部長
・OJTトレーナー
・トレーニー

次年度への
準備に活用
キャリア面談
（OJTトレーナー・トレーニー）

OJTトレーナーだけでなく、
職場の関係者全員で新入社員を育成する
OJT担当者向け
アセスメント
OJTトレーナー
フォローアップ
研修
トレーニー

OJT
トレーナー
研修

OJT期間
トレーニー

（新入社員
第二新卒
若手社員）

内定者研修

Oﬀ-JT

への
メッセージ

Oﬀ-JT

業務に必要な研修

業務に必要な研修

新入社員
フォローアップ
研修
OJTトレー
ナーへの
メッセージ

職場の先輩たち
などその他利害
関係者

情報共有や
イベントなど

新入社員研修

2023年1月〜3月期

新入社員用の
ちょっとした
「仕事」
ストック作業

内定者の
集まり
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OJTトレーナーだけでなく、
職場の関係者全員で新入社員を育成する

OJTトレーナー意見交換の場（社内SNS）
トレーナー
ミーティング

トレーナー
ミーティング

トレーナー OJT成果
ミーティング
発表会

新入社員研修
新入社員研修のお悩みを解決

カリキュラム例：DX研修
課

お悩みその1

お悩みその2

「ITスキル等の専門領域とビジネスマナー、
別々の会社に依頼するのは手間がかかる」

「すぐに実践で使えるスキルが
なかなか身につかない」

トレノケートなら、一社で完結！
ITスキルとビジネススキル、さらには
グローバルスキルまで対応したカリ
キュラムをご用意しています。

判断がつかない
 使えるデータをどのように扱うかを学ばせたい
 社内システム構築でクラウド利用が増えているが、
クラウドを活用できる
人材が少ない
目指す人材像

具体的体験
とにかく
やってみる

未来を担う
ITプロフェッショナル
を育成

IT
スキル

 製品製造では様々なデータが現場にあるが、使える／使えないデータの

経験学習を踏まえたプログラムを通して、
実践を通じて経験から学ぶことを重要
視しているため、
配属後に活かせる実践
的なスキルが身につきます。

ビジネス
スキル

応用化

データサイエンティスト
現場にあるデータの要・不要を判断し、製品開発に活用できる人材

省察的観察

使ってみる

自分や他人を
観察する

クラウド活用人材
社内システムをクラウド上で開発・運用できる人材

抽象的
概念化

グローバル
スキル

題

一般化する

提 供 研 修

内定者アセスメント
効果的な研修を行うためには、事前のスキル

【アセスメント結果レポートサンプルイメージ】

レベルの把握が必要です。トレノケートでは

100%
80%
60%

2：システム・
アプリケーション一般

40%

8：ソフトウェア開発

20%
0%

7：プログラム一般・
アルゴリズム

実施結果の一部を公開中

2日 ¥88,000

1：セキュリティリテラシ
9：java

内定者の段階でスキルレベルを把握する
アセスメントをご用意しています。

Pythonプログラミング1
基本文法編

Pythonによるデータ分析入門

3：OS、
コンピュータ一般

2日 ¥104,500

4：ネットワーク

6：セキュリティ技術
内定者本人

内定者の平均

PRC0103G

PRC0122G

さわってわかるクラウド入門
- AWS・Azure・GCP対応 -

5：データベース
アセスメント利用者全体の平均

https://www.trainocate.co.jp/skill-assess-2019̲01522a

1日 ¥71,500
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NFC0477G

Pythonプログラミング2
オブジェクト指向編
1日 ¥49,500

PRC0104G

Pythonで学ぶ機械学習＆
ディープラーニング ハンズオン
2日 ¥143,000

MAC0025G

クラウドアーキテクト・ファーストステップ
2日 ¥121,000

NFC0267G

表示価格はすべて税込みです。

eラーニング
教材ラインナップ

ITトレンド丸わかり 2022年版

ITとビジネス分野の幅広いジャンルのeラーニング教材を提供しています。

ITトレンド丸わかり

IT＋ビジネス分野

最新テクノロジーを利用できるかは企業の存亡を大きく左右する時代。ITトレンドの

受け放題パック

理解は、今や全てのビジネスパーソンにとって必須知識です。

P58

＜2021年版からの変更点＞

約60コースを1年間、定額で受け放題となるお得なパッケージです。

１．
対象者

以前は主にIT業務に関わる企業の方を対象としていましたが、2022年版

は業種・業界を問わず、DXに取り組む全ての方が効率よくかつ現場で使える知識を身

eラーニングパック

につけていただけるコンテンツにリニューアルしました。

２．
販売形態 これまでのユーザーごとの契約でのご提供に加え、視聴回数やユーザー

IT分野

数を1年間無制限にご利用いただけるサービスも提供開始いたします。導入について

DX

クラウド

データ分析・AI

ITベンダー

2022年版

〜デジタル時代を戦う武器として知っておきたいITの常識〜

P60

IT基礎

システム開発

は、貴社ご担当営業またはお問い合わせ窓口よりご相談ください。

P59

https://www.trainocate.co.jp/it-trend22a
[ASP]最新ITトレンド丸わかり 2022年版
〜デジタル時代を戦う武器として知っておきたいITの常識〜

P61

5時間

VMware P35

Oracle

P41

Cisco

https://www.trainocate.co.jp/cisco22a

Red Hat

https://www.trainocate.co.jp/redhat22a

ENX0209G

情報セキュリティリテラシー編
集合研修として人気の高い同コースをeラーニングとして再編成し、ビジネス

パーソンとして必ず知っておきたい、セキュリティを意識した情報の取り扱いや

行動について、より手軽に学んでいただけます。知識を伴った行動ができるよう

ビジネス分野

になるため、様々な場面で応用することが可能です。
ビジネス・ヒューマンスキル

プロジェクトマネジメント

¥13,200

P61

P61

[ASP]情報セキュリティ対策 リテラシー編

ロジカル・シンキング
ハラスメント
ソリューション営業のための業界基礎知識

4時間
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¥16,500

SCX0136G

表示価格はすべて税込みです。

eラーニング
受け放題パック

受け放題パック

「受け放題パック」
は、約60コースを1年間、定額で受け放題となるお得なパッケージ

主なラインナップ 〜約60コースから選択可能〜

です。ITエンジニア育成に必要なIT基礎、プログラミング（Pythonなど）、プロジェクト

以下の５つの分野のトレーニングを受講可能です。 DX化のための基礎知識を身に

マネジメント、ヒューマンスキルなど多数の知識・スキルが含まれています。
特 徴

4.4万円以下

1年間定額

約60コースを何度でも

つけるためにもご利用いただけます。
●データサイエンス

大人数向け
（30人〜）

●ITリテラシー

●プロジェクトマネジメント

一人当たり

●ヒューマンスキル
●システム開発
など

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

https://www.trainocate.co.jp/freepack22a

学習者を変更することが可能です。
例：同時30ライセンスパック

30人

で、3か月ごとに一度入れ替
えると、合計120人受講でき
一人あたり1.1万円となります。

開始

2週間無料トライアル

30人
入替

入替

合計120人受講

2週間無料で全コースをご確認いただけます。
詳しくは弊社営業もしくはWebよりお問い合わせください。
パッケージ名

30人

同時学習者数

30人

関連コースをまとめて学習 eラーニングパック
特定の分野のスキル習得に必要なコースを複数まとめたパックもご用意しております。

入替

コース名

1人あたり約1.1万円！
＊入れ替えは最大で月1回です。

価格
（税込み）

コースコード

[ASP]eラーニング受け放題パックv2
(同時30ライセンス)

30人

¥1,320,000

THX0072V

[ASP]eラーニング受け放題パックv2
(同時60ライセンス)

60人

¥2,508,000

THX0073V

[ASP]eラーニング受け放題パックv2
(同時90ライセンス)

90人

¥3,696,000

THX0074V

利用可能期間はいずれのパッケージも1年間です。
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コースコード

価格

コンテンツ

【PDU対象】
[ASP]チームワーク
とリーダーシップ
強化パック

HSX0061G

35,200円

よいチームメンバーとメンバー間の信頼関係
OJT基礎
など

[ASP]プログラミング
基礎パック

PRX0007V

22,000円

プログラム設計基礎
データ構造とアルゴリズム
テストとデバッグの基礎技術

[ASP]Oﬃce
基礎力パック

MSX0561V

16,500円

Word入門
PowerPoint入門
Excel入門
Excel応用 など

表示価格はすべて税込みです。

eラーニング
DX

IT基礎

[ASP]DXファーストステップ
2時間

¥16,500

THX0106G

4時間

[ASP]最新ITトレンド丸わかり
¥13,200

ぼす変化や影響を理解します。

ENX0209G

10時間

¥13,200

ENX0197G

¥26,400

体験型 DX リテラシー向上コース
2.5時間

¥55,000

5時間

ます。

5時間

スキル
「データリテラシー」
を効率的に学習します。

★

MAX0008R

DXプロジェクトの全体像がわかるビジネス課題

16時間

から逆算したワークショップ型で、シミュレーター
を使った AI・機械学習の活用体験ができます。

クラウド

¥44,000

DBX0042G

¥13,200

NWX0163G

¥44,000

NWX0154V

の変化、変化したビジネスへの取り組み方につい
て学びます。

PCの基本用語からフォルダ構成やコマンドなど
Microsoft Oﬃceの基本操作を学習します。
プログ

ラミングでは実際にアプリケーション開発を行います。
講義とハンズオン(体験)を通して、IT初心者の方が
データベースの基本的な知識、SQLによる操作を
効率よく把握できます。

通信ルールを確認し、規格の標準化を進める団

体を紹介しながらネットワークの基本知識を身に
つけます。

セキュリティにかかわる業務に従事する方に必要
な基礎知識を習得します。

コンピューターの基礎、ネットワーク、インター

ネット、データベース、情報セキュリティ、SQL、

IT業界へようこそ 〜ITエンジニアと
会話するための基礎知識〜

IT用語やIT企業・ITエンジニアの種類など、IT業

¥19,800

ENX0210G

4時間 (価格・コード未定)
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ピューターの基礎知識を学習します。

HTML、XMLなど13分野の幅広いITスキルの

¥58,300

Pythonで学ぶアルゴリズム
〜基本情報技術者試験問題で実践〜

クラウドコンピューティングの概要から、ビジネス

ハードウェア・ソフトウェア双方の観点からコン

ENX0189V

6時間

NFX0042G

¥13,200

[ASP]IT基礎パック 2.0
(総合アセスメントテスト付)
54時間

3時間

ENX0196G

[ASP]ネットワーク&セキュリティ
基礎パック

★のマークがついているコースの提供元は、株式会社キカガクです。

[ASP]クラウドコンピューティングの要諦

¥13,200

[ASP]はじめてのネットワーク

AI、IoT、DXなどに取り組む場合に必要となる基礎

DBX0036G

THX0104G

[ASP]はじめてのデータベース
〜仕組みの理解とSQL〜

シー、Teamsの4つのコンテンツで構成されてい

[ASP]ビジネスパーソンのための
データリテラシーコース
8時間

6時間

テレワークセキュリティ、クラウド、データリテラ

[ASP]DXパック 〜意識改革編〜

¥13,200

[ASP]ITスキル基礎ファーストステップ

最新ITトレンドを知り、DXの本質とビジネスに及

2022年版

5時間

[ASP]はじめてのコンピューター
〜構造を理解し実務に活かす〜

DXの基礎的な知識と考え方を学びます。

基本を身につけることができます。

界と関わる際に必要な基礎知識を学びます。

プログラムの基本構造であるアルゴリズムの基礎

を学びます。基本情報技術者試験の問題で演習
を行うため、試験対策にも役立ちます。

表示価格はすべて税込みです。

eラーニング
機械学習・ディープラーニング

データ分析・AI

[ASP]Pythonを動かして理解する
機械学習 〜回帰と分類〜

Python基礎
[ASP]Pythonプログラミングパック
57時間

¥52,800

PRX0017V

10時間

Pythonを用いて、基本的なオブジェクト指向プロ

¥26,400

グラミングができるようになります。

10時間

Pythonによるデータ分析

15時間

¥39,600

DBX0040G

下記「データ分析シリーズ」1〜3をまとめたもの

5時間

¥13,200

で、データ分析試験の内容を網羅しています。

4.5時間

5時間

¥13,200

DBX0038G

[ASP]データ分析シリーズ3
〜Pythonライブラリの実践活用〜
5時間

¥13,200

データ分析、機械学習で必要となる数学を学習し

ます。文系の方でも理解できるよう丁寧に説明し

DBX0039G

¥33,000

★

MAX0003R

★

MAX0007R

を把握し、主に回帰・分類の原理の理解を目指す
コースです。

Pythonの基礎から機械学習アルゴリズムを実装

するために必要なプロセスを体系的に習得できます。

機械学習・ディープラーニングの基礎から、クラウ
ド・IoTの基礎を事例を用いて学びます。

★
ディープラーニングハンズオンコース

基礎から機械学習・ディープラーニングの理論と

40時間

ています。

¥77,000

MAX0002R

実装を習得できます。E資格対策の内容も含まれ

ています。

DBX0037G

[ASP]データ分析シリーズ2 〜Python
プログラミングの基礎と図形描画〜

¥77,000

AI/クラウド/IoT 入門コース

Python 3 エンジニア認定
データ分析試験

[ASP]データ分析シリーズ1 AI数学
〜文系でも理解できる!高校から始める
データ分析、AIのための数学〜

の数学を身につけた方向けに、機械学習の全体像

DBX0041G

機械学習実践コース

[ASP]データ分析完全パック
（Python 3
エンジニア認定データ分析試験対応）

Pythonプログラミングの基礎、AIを理解するため

画像処理特化コース
15時間

¥77,000

★

セグメンテーションと物体検出の理論と実装を

学びます。事例を用いて実現場での注意点やつま

MAX0005R

ずきポイントを説明します。

Pythonの基礎とPythonによる数学の表現、図形
の描画方法に関して学習します。

自然言語処理特化コース
20時間

¥77,000

★

MAX0006R

数値化手法を扱いその使い分けや、文章生成、固

有 表 現 抽出などの上 流タスクを実 装 、B E R T・

Transformerなど最新手法の理論と実装を学びます。

NumPy, pandas, Matplotlib, scikit-learnなど
のデータ分析で必須のライブラリを学習します。

★のマークがついているコースの提供元は、株式会社キカガクです。
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表示価格はすべて税込みです。

eラーニング
システム開発

プロジェクトマネジメント

Java
[ASP]Javaで開発する
コンソールアプリケーション
5時間

¥13,200

JAX0061G

【PDU対象】
[ASP]プロジェクトマネジ
メントのツールと技法パック v2
[PMBOK(R)第6版対応]

Javaの基本文法を身につけた方が、実践的な開発
を各種ドキュメントを使いながら学習します。

35時間

Spring
[ASP]Springシリーズ1 Spring入門
〜お問い合わせ機能の開発〜
5時間

¥13,200

JAX0058G

[ASP]Springシリーズ2
〜ToDo機能開発とAOP〜
5時間

¥13,200

JAX0059G

[ASP]Springシリーズ3
〜O/Rマッピングツール MyBatisに
よるデータベース操作〜
5時間

¥13,200

開発の基本をハンズオンでコーディングを体験

¥26,400

ToDoアプリの開発を通して、Springの機能、AOP

5時間

(アスペクト指向プログラミング)について体験的に
習得していきます。

8時間

¥26,400

JAX0052G

[ASP]ハラスメントの理解と防止策
(Japanese)

¥33,000

HSX0066G

1時間

[ASP]【PDU対象】
ロジカル・シンキングによ
る問題解決

O/RマッピングツールであるMyBatisをSpringBoot

3時間

で利用する方法を学習します。

¥16,500

Gitとは、プログラムのソースコードなどの変更履

¥13,200

HSX0084G

¥5,500

HSX0080V

[ASP]ハラスメントの理解と防止策
(English)

BSX0011G

[ASP]マナVR - Smart ‒
(VR動画配信サービス：ビジネスマナー編)

1時間

¥5,500

HSX0081V

[ASP]マナVR - Smart ‒
(VR動画配信サービス：ハラスメント編)
1.5時間

¥13,200

HSX0085G

ソリューション営業のための業界基礎知識

歴を記録・追跡するための分散型バージョン管理
システムです。Githubの基本操作からGitの実践
活用の方法を学習します。

JUnit
[ASP]Javaで学習するユニットテスト入門
〜JUnitで理解するテスト手法〜

ハラスメント

[ASP]ヒューマンスキル基礎力養成パック

1.5時間

JAX0053G

と35PDUを取得できます。

PMX0144V

ヒューマンスキル

しながら学習します。

JAX0060G

[ASP]Git/Github入門
〜基礎から学習するバージョン管理〜

や技法を学びます。全てのコースの学習を終了する

ビジネス・ヒューマンスキル

フレームワークを通してMVCなどWebシステム

Git/Github

8時間

¥62,700

プロジェクトマネジメントで紹介されているツール

Javaプログラマを対象に、ユニットテストの基本

概念からテストコードの記述方法、拡張機能まで、
豊富なハンズオンや演習で学習します。
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【PDU対象】
[ASP]流通業基礎

【PDU対象】
[ASP]製造業基礎

【PDU対象】
[ASP]医療業界病院基礎

8時間 ¥10,450 BSX0005V

8時間 ¥10,450 BSX0006V

8時間 ¥10,450 BSX0007V

【 PDU対象】
[ASP]金融業基礎

【PDU対象】
[ASP]官公庁基礎

【PDU対象】
[ASP]介護・福祉基礎

8時間 ¥10,450 BSX0008V

9時間 ¥10,450 BSX0009V

8時間 ¥10,450 BSX0010V

表示価格はすべて税込みです。

お役立ち情報
TICKET

組み合わせ自由

〈バウチャチケット〉

175以上の
「セレクト6」対象コースより自由な組み合わせで
6コース受講できるお得なバウチャです。

コード：THX0017G

価格：547,800円

https://www.trainocate.co.jp/login.aspx

コース数が豊富

セレクト6

https://www.trainocate.co.jp/select622a

最大45%割引＊

「新規日程公開」
「残席わずか」
お知らせ機能

受講後に講師に質問：
グローバルスクエア

お気に入り機能

申込状況の確認・日程変更・取り消し

有効期間：6ヶ月間

38%
【ご活用例】ITインフラ運用実践
（1・2）
の2コースを3人で受講した場合 OFF

無料セミナー

通常価格891,000円が547,800円に。約34.5万円もお得となります。
NFC0301G

ITインフラ運用実践1 〜ツールを活用して運用管理を自動化する〜

143,000円

NFC0421G

ITインフラ運用実践2 〜IaCによるインフラ運用を体験する〜

154,000円

トレーニング受講券

〈プリペイド制トレーニングチケット〉

https://www.trainocate.co.jp/ticket22a

コース無料体験、
勉強会など開催

コースの一部分の体験や、
最新技術・人材育成の動向を紹介するセミナー・勉強会など
を無料で開催しています。 https://www.trainocate.co.jp/seminer22a

SOCIAL

＊価格165,000円のコースを6名で受講した場合

PREPAID

講師に質問、
お申し込みに便利な機能

会員登録すると、便利な機能が利用できます。

最大45%割引となるお得なバウチャチケット
PREPAID

マイページ会員登録

手間を減らしてお得に受講

スキルアップに役立つTips集

トレノケート公式ブログ

https://blog.trainocate.co.jp/

勉強方法、
資格や技術のトレンドの他、
仕事に役立つ情報をスキルや人材の視点からお届けしています。

発注・支払手続きを軽減
育成予算を予め確保できる

弊社で利用できるプリペイド制トレーニングチケットです。

コード：THX0016G 価格：550,000円〜 有効期間：ご購入
（入金）
より1年間

お役立ちコラム

サイト内検索方法

オンラインセミナー
録画視聴

資料ダウンロード

公式フェイスブックページ

https://www.facebook.com/TrainocateJ

サイト上部の
「検索」
をクリックし
「eラーニング教材・バウチャ」
を選択し、
お探しのバウチャ名で検索

公式ツイッター

https://twitter.com/TrainocateJ
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表示価格はすべて税込みです。

お申し込みガイド
コースの探し方

定期開催コース受講までの流れ

弊社Webの全ページ共通の上部メニューの「コース・教材検索」から各種検索方法で
お探しいただけます。1,400以上の研修コースラインナップより、ご要望に適したコースを

お申し込み

お選びください。本デジタルカタログの該当コースをクリックして、お申し込みしていた

受講票＊1
メール

請求書＊2

だくこともできます。

受講案内・
事前準備＊3
のお願い

受講

＊1 お席が確保できた段階でお送りする受講票には、受講に必要なURLの記載はありません。
＊2 法人契約をされているお客様の場合、
請求書をお届けする時期はご契約内容によって異なります。貴社のご契約内容
をご確認ください。法人契約をされていないお客様の場合は、お申し込み後1週間以内にご指定の請求先へ郵送
します。
＊3 受講用URLは、受講日の1営業日前までにご連絡します。

◆お申し込み前に、必ずWebで規約とトレノケートの個人情報保護方針をご確認ください。
【各種規約】https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/terms.html
【個人情報保護方針】https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/pi̲hogo.html

｢集合研修｣または

① ｢eラーニング教材・バウチャ｣を選択
簡単

3 STEP

受講ポータルサービス「My Trainocate Portal」
My Trainocate Portalは、弊社主催の定期開催コースを受講されるお客様を対象に

② コースコード または キーワード を入力

提供するサービスです。研修に必要な次の情報を一元管理することができます。
電子テキストの閲覧(＊1)

受講証明書のダウンロード

試験で利用するバウチャチケット番号の表示(＊2)

＊1 弊社の電子テキスト
（PUBLUSLite）利用のコースのみ
＊2 試験バウチャ付きのコースのみ

③ 検索結果から コースを選択

My Trainocate Portalのご案内は、
コース開始日の1〜2営業日前までに、
お申し込み

時に
「受講者本人への送付物用アドレス」
にご入力いただいたメールアドレスへお送り

https://www.trainocate.co.jp/order22a

します。
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トレノケートのVision, Mission, Value
Vision

世界を変える
「人」
を育てる
変わり続ける世界の「変化」は「人」によってもたらされます。

人が世界をよりよく変えられるように、
トレノケートは人材育成を通じて社会に貢献していきます。

Mission

人材育成の未来を主導する

「人」は学びや経験によって、振る舞いや考え方が変わり能力が向上していきます。
トレノケートは人材育成の未来を主導することで、
そうした変化や向上を目指す全ての人を支援します。

Value

チャレンジを楽しむ

トレノケートのバリューの根幹は「常に挑戦し続け、
それを楽しむ」
こと。
ビジョンの実現に向け、次の5つの価値を大切にします。
1. チャレンジを楽しむ
2. 仲間を大切にする
3. 誠実・正直である
4. お客様に驚きと喜びを提供する
5. 自ら成長し、社会に貢献する

トレノケート株式会社

（本社）
〒163-6019

https://www.trainocate.co.jp/

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19階〜20階

TEL 03-3347-9686
（代）

＊本誌中の社名、
製品名は、
各社の商標、
または登録商標です。
＊本誌に掲載された内容の無断転用は禁じます。
＊本誌に掲載された内容は、
予告なく変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。
Copyright 2022 Trainocate Japan, Ltd. All Rights Reserved.

