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学びの転換
▼特集記事

１．Shift 
　 ～挑戦する組織を生み出す「学び」の転換～
２．これから始めるDX

（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 2021 Trainocate Japan, Ltd. All Rights Reserved.

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

トレノケート株式会社

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。

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。

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

トレノケートのVision, Mission, Value

Vision

Mission

Value
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トレノケートは設立25周年を迎えました

これからも
人材育成を通じて
社会に貢献していきます

代表挨拶
日頃より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 

弊社は2020年12月に設立25周年を迎えました。これからも私達は「世界を変える『人』を育てる」
というビジョンを掲げ、皆様と共に考え、研鑽に努めて参ります。今後とも、一層のご愛顧を賜ります
よう宜しくお願い申し上げます。 

2020年はテレワークをはじめ、今まで当然に思っていた生活習慣が強制的に覆えり、私達の
価値観を見つめ直す転換点でした。その一方で、DX（デジタルトランスフォーメーション）による
社会変化は更に加速し、対応次第では衰退か進化かの厳しい選択を迫っているようです。  

「DX推進人材」育成は私達にとって大きな使命です。転換点を危機ではなく挑戦と捉えて、新たな
研修形態の提供によって、皆様に貢献していきたいと考えています。

代表取締役社長　小澤　隆

1995年 グローバルナレッジネットワーク株式会社　設立
Digital Equipment Corporation （DEC） の教育部門から独立し、グローバルナレッジネットワーク株式会社を設立

2018年 TLG Learning社と戦略的パートナーシップを締結、米ITトレーニング市場へ参入
Trainocate Taiwan co. Ltd. を設立
株式会社エドガ、株式会社キカガクと資本業務提携
ベトナムで2都市となるホーチミンにオフィス・ラーニングセンターを開設

2014年 Global Knowledge タイ・ベトナム設立

2017年 アジアのブランド名を TRAINOCATE に変更
名古屋ラーニングセンターを開設
グローバルナレッジネットワーク株式会社からトレノケート株式会社へ社名を変更
グローバルナレッジマネジメントセンター株式会社からクインテグラル株式会社へ社名を変更

2012年 グローバルナレッジマネジメントセンター株式会社　設立
日本におけるAMAビジネスを譲受し、グローバルナレッジマネジメントセンター株式会社（GKMC）を設立。AMAのサービスを日本で唯一提供

Global Knowledge Asia Pte. Ltd. と統合
シンガポールを拠点に、アジアで事業を展開しているGlobal Knowledge Asia Pte. Ltd. と統合

トレノケートグループは、アジアでAMAの人材育成ソリューションを提供しています。

記載の年号は、トレノケートグループへ参加あるいは拠点を設立した年です。

トレノケートグループ Trainocate Group

会社沿革 History

2020年 atma株式会社とAI導入によるビジネス強化を目指し資本業務提携
2020 Top IT Training Companies に選出
設立25周年
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◆アライアンスパートナー

トレーニングパートナー Partnership

Cloudera株式会社
Firefly Educate, Inc.
NECマネジメントパートナー株式会社
SAS Institute Japan株式会社
SOPHYS株式会社
エディフィストラーニング株式会社
NRIセキュアテクノロジーズ株式会社
エヌ･ティ･ティ･データ先端技術株式会社
エヌ･ティ･ティラーニングシステムズ株式会社
クラウドエース株式会社
グローバルセキュリティエキスパート株式会社
シーティーシー･テクノロジー株式会社
ネットワンシステムズ株式会社
パーソルラーニング株式会社

ビジネスコーチ株式会社
ミランティス･ジャパン株式会社
リコージャパン株式会社
レッドハット株式会社
株式会社IPイノベーションズ
株式会社ITプレナーズジャパン･アジアパシフィック
株式会社JTBコミュニケーションデザイン
株式会社MOVED
株式会社NGN-SF
株式会社SHIFT
株式会社アイ･ラーニング
株式会社イルミネート･ジャパン
株式会社カサレアル
株式会社キカガク

株式会社クシム
株式会社グローバルテクノ
株式会社サイバーディフェンス研究所
株式会社セールスフォース･ドットコム
株式会社ダイヤモンド社
株式会社トップゲート
株式会社フジスマートワーク
株式会社ブレインパッド
株式会社プロシーズ
株式会社ミミクリデザイン
株式会社ラック
日本クイント株式会社
日本サード・パーティ株式会社
日本ヒューレット･パッカード株式会社
日本ユニシス株式会社

会社概要

名 　 　 称 トレノケート株式会社
Trainocate Japan, Ltd.

役 　 　 員
代表取締役社長　小澤 隆　　　　　代表取締役副社長　井上 拓　　　　　取締役　吉田 敦男
顧問　　　　　　鶴保 征城　　　　監査役（非常勤）　　森本 新一

関 連 会 社
提 携 会 社

Trainocateグループ　　クインテグラル株式会社　　KORNERSTONE Limited.　　株式会社クリスク　　　 　
TLG Learning　　　　  株式会社エドガ　　　　　  株式会社キカガク　　 　　      atma株式会社

設 　 　 立 1995年12月6日

所 在 地

〒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）

〒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

〒460-0004　愛知県名古屋市中区新栄町2-13 栄第一生命ビル6階 
TEL 052-750-5120

東京本社

大阪支店

名古屋営業所

Company Profile

人材育成の未来を主導
3つの強み Strength

信頼と実績 Recognition, Scope and Achievements

01 ビジネス×IT×グローバルで人材育成をリード
● 新入社員から経営層までの全階層をカバー
● 豊富なトレーニングラインナップ
● 最先端のメソッドやテクノロジに対応

02 専門企業としての育成ノウハウ
● 人材育成の全体設計を支援
● 実務に活かせるトレーニング
● プロフェッショナルな講師陣

03 世界に広がるネットワーク
● 世界12の国と地域、19拠点
● グループ企業の世界的なネットワーク
● グローバル人材の育成実績

お取引企業

約1,800社
2019年12月時点

提供コース数

1,400
コース以上
2020年11月時点

年間受講者数

約5.4万人
2019年12月時点

アワード受賞

60回以上
2020年6月時点
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研修会場
快適な環境と充実の機材をご用意しています。新宿・大阪・名古屋のラーニングセンターは駅から徒歩3分と通いやすい
立地です。お好きな場所で受講いただけるオンライン研修も提供しています。

快適な研修環境 Facility

 快適な環境で集中
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！充実の機材
ネットワーク環境や研修に必要なPCやその他備品は、すべて完備しています。

 便利な立地
最寄駅から徒歩3分圏内で、複数の駅からもアクセスできます。

 「安心・安全」にご受講いただくための感染症対策
ご来場時の検温と手指の消毒の徹底、受講中の三密および飛沫拡散の
防止、日々の清掃の強化や備品の設置など安心して受講いただける環境
を整備しています。

ロッカー

＊ロッカーは新宿ラーニングセンターのみ

■名古屋ラーニングセンター
〒460-0004　愛知県名古屋市中区新栄町2-13　栄第一生命ビル6階
TEL 052-750-5120

■新宿ラーニングセンター
〒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）

■大阪ラーニングセンター
〒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

■ 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

■ 地下鉄東山線・名城線「栄駅」5番出口より徒歩3分
■ 名鉄瀬戸線「栄町駅」4番出口より徒歩5分
■ 地下鉄桜通線「久屋大通駅」3B出口より徒歩10分

■ 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
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● コース

コースコードの末尾に※1がついているものは、
試験バウチャ1枚付きコースです。
※2がついているものは、試験バウチャ2枚
付きコースです。　
表示価格はすべて税込みです。

● 試験・認定資格

凡例

2021 Spring/Summer

目次

コース名

期間　価格　コースコード　※1 ※2
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特集①Shift ～挑戦する組織を生み出す「学び」の転換～・・・

オンラインLive トレーニング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
TRAINOCAMP（オンデマンド配信型研修）・・・・・・・・・・・・・
eラーニング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マナVR・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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集合研修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特集②これから始めるDX・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スキルマップ（IT分野・ベンダートレーニング）・・・・・・・・・・・・
スキルマップ（ビジネス分野）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

▪AWS（Amazon Web Services）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪Microsoft Azure・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪Microsoft Power Platform・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪Google Cloud Platform・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪クラウド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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▪ITインフラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪Microsoft Windows Server・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪Linux・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪セキュリティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪Palo Alto Networks・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪Trend Micro・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪EC-Council・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪AI人材育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪Python・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪RPA/UiPath・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪Java・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪要件定義・システム企画・提案・コンサルティング・・・・・・
▪プロジェクトマネジメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▪テレワーク時代に必要なコミュニケーションスキル・・・・・・・
▪リーダーシップ開発・メンバー育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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Shift  ～挑戦する組織を生み出す「学び」の転換～

新しい生活様式における「コミュニケーション」の変化
人材育成における変化の大きかった領域は「インタラクティブ（双方向）」×「同期（リアルタイム）」のコミュニケーション
です。多くの場面で、これまでの対面形式から非対面形式のコミュニケーションに変化しました。

新しく生まれた課題
このようなコミュニケーションの変化によって、新たな課題が生まれました。今後、企業戦略を実行し、挑戦する組織を生み出
すためには、組織や仕組みと人材育成の両輪が必要です。しかし、単に組織構造を変えたり、仕組みを導入するだけでは解決
しません。これらの課題の解決に人材育成は不可欠です。特に、新しい価値観や視点を身につけることが重要です。

新しいスキルを身につけるための学びの転換
新しい仕組みやテクノロジの導入には、新しい知識やスキルが必要です。同様に今まで通りのコミュニケーションや価値観を
変えるのにも、新しい視点での学びや刺激が有効です。
コミュニケーションが変化した今、これまで通りの対面形式中心の「学び」だけではこれらの課題は解決しません。そこで、必要
なことが「学び」の組み合わせです。トレノケートでは、多様な「学び」のソリューションとプロフェッショナルな講師陣により強力に
サポートします。変化に合わせた人材育成こそが、企業戦略を実行できる、挑戦する組織を生み出す第一歩ではないでしょうか。

新型コロナウイルス感染症の広がりにより、世界は変わり、ビジネスも大きく変化しています。
では、人材育成においては、何が変化したのでしょうか？

この変化による影響は、ATD*のパフォーマンス分析手法の1つにより、4つの要因に整理することができます。
いずれの要因も人材育成にとどまらず、その先にある業務パフォーマンスへも影響を与えています。

＊ATD（Association for Talent Development）は、1944年に設立された非営利団体で、約100カ国以上の国々に約4万人の会員（2万を越える企業や組織の代表
を含む）をもつ、訓練・人材開発・パフォーマンスに関する世界最大の会員制組織です。

業務適正
業務そのものの問題
点や業務と人との適
合性に関する要因

例）
「OJT」は対面を前提に
行っていたため、非対面
に適応できず、成果が
上がりにくかった。

モチベーション
モチベーションの
低下・欠如に影響を
与える要因

例）
「雑談・懇親会」などの
対面形式の気軽さが失
われ、互いを知る機会が
減った。

学習
業務に関わる知識
やスキルそのものが
低下している要因

例）
上司や同僚の様子を観
察して情報を得られな
いため、他者からの学
びが低下した。

環境
従業員がコントロー
ルすることができな
い環境的要因

例）
非対面のため、相手の
様子や反応が捉えにく
く、「会議・面談」の質が
低下した。

インタラクティブ
（双方向）

非同期
（タイムラグ）

同期
（リアルタイム）

一方通行

変化（対面➡非対面）

懇親会

回覧板 ライブ配信
（訓話など）

郵便

掲示板

FAX

メール

Webサイト

OJT 雑談

会議

面談

報告・連絡・相談

チャット
勉強会

⃝これまで以上に個人の自立
⃝異なるコミュニケーションスタイルへの対応
⃝新しいテクノロジの修得
⃝過去の価値観からの脱却
⃝モチベーション・メンタルのケア

個人

⃝人材育成の仕組み構築

⃝テクノロジの導入

⃝業務分掌の見直し

⃝テレワークの制度化

組織

プロフェッショナルな講師陣

トレノケートのソリューション
インタラクティブ
（双方向）

非同期
（タイムラグ）

同期
（リアルタイム）

一方通行

アバターロールプレイ

集合研修（定期開催／一社向け開催）

動画配信

TRAINOCAMP
（オンデマンド配信型研修＋オンラインサポート）

オンラインLive トレーニング（定期開催／一社向け開催）

マナVR
（リモート学習支援サービス）

eラーニング

横山 哲也
Microsoft Certified 
Trainer （MCT）他

山崎 明子
産業カウンセラー

横山 昇
PMI®認定PMP®

ATP認定
インストラクター

山下 光洋
AWS Authorized 

Instructor 
Champion他

日鷹 仁司
シスコシステムズ認定

インストラクター
（CCSI）他

井田 潤
Trend Micro 

Certified Trainer　
他
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オンラインでも教室と同等の演習環境で実習できる１
オンラインでアクセスできる演習環境やグループワークなど、設備や機能を準備しています。オンラインでも双方向に
質問やディスカッションを活発に行えるよう、講師が必要なサポートをいたします。

オンライン特有のトラブルやリスクに対応したサポート体制・セキュリティ対策2
●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
●ベストプラクティスを元に運用手順を体系化

オンラインでの研修手法を熟知し、経験を積んだ講師陣3
●テクノロジの活用

オンライン専用のトレーナー教育プログラムで、オンラインならでは
のテクノロジを活かしたファシリテーションスキルを修得

●専門知識
研修分野の豊富な実務経験や、各種資格を有した講師、ベンダー
から表彰を受けた講師が多数在籍

●教える技術
トレーナー用の教育プログラム「トレイン・ザ・トレーナー」を全講師
が受講

受けたいコースが見つかる豊富なラインナップ・日程4
●200コースがオンライン研修に対応
●オンラインは月80開催の実績（2020年7月～9月期平均）
●オンライン専用のコースも登場

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、演習でつまづ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。

Zoomのブレイクアウトルームを利用して行う少人数のグループワークは、一般的な手法となってきました。トレノ
ケートでは、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。

Q  会社のPCに勝手にアプリが入れられない
A  Webやモバイルアプリで受講
Q  会社全体のポリシーとしてZoom不可
A  一社向けであれば、他のツールも対応可能
A  大阪・名古屋でのサテライト受講

オンラインLive トレーニング
人材育成専門企業が提供するオンライン研修

200コース以上のコースをオンラインで受講いただけます。ライブ配信の講義を視聴しながら、チャットや音声を使って、
双方向のやり取りを行い学習を進めていきます。定期開催コースでは、Zoomを使用します。

トレノケートのオンライン研修　4つのポイント

チャットや音声などによる質疑応答

トレノケート社内

演習環境

ご自宅・オフィス

遠隔から
アクセス

必要に応じて
受講者の操作
画面を閲覧

講義 グループワーク・演習
メイン会議室 ブレイクアウトルーム

ファイルの

共同編集

巡回による演習サポート

クラウドストレージ・
ホワイトボード機能

①リモートラボ：オンラインから演習環境にアクセス

②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

テクノロジの活用

教える技術
研修内容の
専門知識

オンライン対応コース一覧  https://www.trainocate.co.jp/olc21s

詳しくは https://www.trainocate.co.jp/olsec21s

Q 会社のPCにZoomをインストールできません。
A  ブラウザで受講が可能なため、スマホやタブレットもご利用できます。

Q 会社全体のポリシーとして、Zoomが禁止されています。
A  弊社の大阪、名古屋会場からサテライト受講することも可能です。

また、一社向け開催であれば、他のツールもご利用いただけます。
詳細はこちら　https://www.trainocate.co.jp/sat21s

Q オンラインでの受講だと、教材テキストはどうなりますか。
A  トレノケート主催の定期開催コースでは、PCやタブレットから閲覧が

できる電子テキストを提供しています。一社向け開催の場合は、ご要望
に応じて紙テキストを事前に送付いたします。
詳細はこちら　https://www.trainocate.co.jp/bok21s

よくあるご質問

テキストについて
知りたい

受講したいが、
Zoomが使えない



表示価格はすべて税込みです。
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TRAINOCAMPの特徴
動画の学習コンテンツに加え、演習や課題など複数の手法を組み合わせたオンデマンド配信型の研修です。時間、場所、
進行ペースを受講者に合わせて選択できるため、効率的に学習が可能です。オプションとして、リアルタイムでチューターが
受講をサポートする「チューターPlus」も2021年より開始します。

TRAINOCAMP（トレノキャンプ）
実践力を鍛えるオンデマンド配信型研修

データリテラシー

[ASP]データ分析の一歩目 
データリテラシーコース

ビジネス戦略のカギになるデータの扱い方、集め方を
チームで修得し、DXの中でも重要なAI・データ系の
人材強化を図ります。

8時間　¥13,200　DBX0036G

新入社員の即戦力化

[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～

Javaエンジニアの必須スキルであるユニットテスト。
ユニットテストとは何かから始め、さまざまなケースに対応
したテストコードの作成をハンズオン、演習にて行います。

8時間　¥13,200　JAX0052G

DX推進

[ASP]DXパック 
～意識改革編～

DX推進の土台となる、クラウドサービスやデータ
収集・分析・提案の強化など、今学習すべきDXコン
テンツをパッケージ化しました。

7.5時間　¥13,200　ENX0197G

アプリケーション開発

[ASP]現場で活かせる
Webシステム開発（Spring編）

Springを活用したWebアプリ開発を学びます。開発
の基礎知識や単体・結合テストの基本も演習を通して
修得します。

14時間　¥19,800　JAX0056G

カリキュラム例

チャットで受講をサポートする「チューターPlus」　
（2021年 提供開始予定)

TRAINOCAMPのコースを、1日のスケジュールに合わせ、専門チューターのサポートを受けながら受講することが
出来るオプションサービスです。

NEW! 

通常のTRAINOCAMP

⃝任意のタイミングで受講
や課題を進められます。

⃝質問や課題の添削は
T R A INO CA M Pの
ツール内で行います。

チューターPlus

⃝スケジュールに沿って受講する、集合研修に近い進め方。アウトプットの時間
をしっかり確保して、より効果的な学習を行えます。

⃝チャットサービスを併用することでリアルタイムに質疑応答や受講サポートを
受け、その場で疑問を解決しながら受講を進められます。

復習
演習講義休憩復習

演習講義

リアルタイムの
運用サポート
システムトラ
ブルへの対応

専門チューター
●受講内容に関

する質疑応答
●演習サポート

受講者

チャット

一般的な自習型オンライン研修は動画のみであることが多いですが、TRAINOCAMPでは複数の形態を組み合わせます。

1
実践力を

重視
言語やツールの知識だけでなく、
それを使いこなす複合的な視点
でコンテンツを作成しているため、
業務に即したカリキュラムとなっ
ています。

2
能動的に

取り組む姿勢
学習内容を反復させる仕組みや、
演習・添削など複数の形態を組み
合わせ、効果的に学習できます。
動画のみで受動的な学習になり
がちな一般的なeラーニングや
自習型オンライン研修とは異なり
ます。

３
人事、教育担当者の

負荷を軽減
教育担当者向けの管理機能や進
捗状況を可視化することが可能
です。
⃝受講者の進捗、テスト結果の

確認
⃝受講開始やテスト結果の報告、

課題の合否などの個別の連絡

課題と添削
●課題の提出・講師の添削等の

やり取りもプラットフォーム内
で完結

●課題合格で受講完了証明を
発行

演習・ハンズオン
サンプルデータや演習環境が
提供され、実際に手を動かしな
がら学習可能

魅力的な動画
アニメーションや講師とスライド
の効果的な切替で、講義をリアル
タイムで受けているような体感
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マナVR  ～VRによるリモート学習支援サービス～
マナVRとは
VRの特徴（①体験的 ②主観性 ③興味喚起）を活用した学習の促進・支援サービスです。
リモートでビジネススキルを身につけることが可能です。
マナVRとは、「学ぶ」×「VR」を組み合わせたサービス名です。

＊ARCS（アークス）モデルとは、動機づけの理論を活用し、研修を企画したり教材を開発する際に学習者の動機づけを高める方法をモデル化したもの。

eラーニング 受け放題パック
何コースでも「定額で受け放題」となるお得なパッケージです。ITエンジニア育成に必要な知識・スキルを網羅した約60
コースがあります。同時学習者数の範囲内で学習者を入れ替えることも可能です。

POINT 　PMP®資格更新に最適　取得可能PDU*数 54
＊PDU（Professional Development Units）は、PMP資格の維持に必要な継続学習を定量的に認定するための単位で、1PDUは1時間に相当します。

1. お得な価格設定
学習者の入れ替えで

さらにお得にご利用いただけます。

2. 担当者の手間を削減
豊富なコースで

対象者別に選定する必要がありません。

3. 各自のペースで学習
全てのコースがスマホ対応です。

＜受け放題パックのメリット＞

＜コースラインナップ＞

VRの高い学習効果

導入事例・実績・メディア掲載　　　　　　　　　　　　　　　   2020年4月時点

コンテンツ内容

ビジネスマナー編
実務を行わないと体験できないビジネスシーンを、VRで体験
しながら学習します。
全63本の学習コンテンツにより、自立したビジネスパーソンに
なるために必要なビジネスマナーを網羅的に学習できます。

ハラスメント編
厚生労働省の規定するパワーハラスメントの６類型およびセクハラ、
マタハラの全てをカバーしています。明らかなハラスメント行為である

「ブラック」系だけではなく、本サービスでは、「グレー」系、お手本と
なる「ホワイト」系、それらの説明動画を含めた全73本の学習コン
テンツによりハラスメントに関する知識を網羅的に学習できます。

詳細はこちら　https://www.trainocate.co.jp/vr21s

サンプル動画
名刺交換の手本（同時交換）
https://youtu.be/lOtjQ0H9BPA

サンプル動画
パワハラ：過度な要求（グレー）
https://youtu.be/WuAOcs3xPVs

Youtubeで
ご視聴できます

Youtubeで
ご視聴できます

「体験から」学ぶ
実際に経験することが難しいシ
チュエーションを自らが体験し
ているかのように学ぶことがで
きます。

「じっくり見て」学ぶ
知りたいポイントを自分の視点
でじっくり・繰り返し見て学ぶこ
とができます。

「興味喚起して」学ぶ
学習効果の最大化に欠かせない

「ARCSモデル＊」に基づき注意
を引き付け、学習者の動機づけを
高めます。

メディア掲載
⃝ NHKおはよう日本
⃝ NHK首都圏ネットワーク
⃝ 日本経済新聞

学習者数

300名以上

導入企業数

20社以上
利用可能期間はいずれのパッケージも1年間です。

パッケージ名 価格（税込） コースコード同時学習者数

[ASP]eラーニング受け放題パックv2（同時30ライセンス） THX0072V30人 ¥1,320,000
[ASP]eラーニング受け放題パックv2（同時60ライセンス） THX0073V60人 ¥2,508,000
[ASP]eラーニング受け放題パックv2（同時90ライセンス） THX0074V90人 ¥3,696,000

ITスキル標準「IT基本2」...IT入門、
システム開発基礎、プログラミング基礎 ITスペシャリスト・アプリケーションスペシャリストのエントリレベルに必要なスキルに対応しています。

システム開発基礎 ITスペシャリスト・アプリケーションスペシャリストの「レベル2」に必要なスキルに対応しています。

データサイエンス・情報リテラシ データ分析に必要な統計スキルやExcel/Word/PowerPointの基本的な操作方法を学習します。

「ロジカル・シンキング」を身につけ、トラブルや問題解決プロセスに応用する方法を学習できます。ビジネススキル NEW  

リーダーシップや新入社員や後輩の育成方法として有効なコーチング・スキルの基本的な考え
方や手順を学習できます。ヒューマンスキル

プロジェクトマネジメント各知識エリアごとのツールと技法を学習できます。
取得可能なPDU数は54です。プロジェクトマネジメント

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

DX時代の必須知識
DX時代を生き抜くために必要な、ITトレンドの基礎を分かりやすく解説
しています。スピーカーと監修は「【図解】コレ一枚でわかる最新ITトレンド」

（技術評論社）の著者、ネットコマース株式会社　斎藤 昌義氏です。
POINT 　教材のPowerPointファイルはビジネスで自由に利用可能

[ASP]最新ITトレンド丸わかり 2020年版 
～DX時代のビジネス～

5時間　¥13,200　ENX0194G
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eラーニング一例
●説得力のあるコミュニケーション
●協働的コミュニケーション
●モチベーションを高める風土づくり
●ダイバーシティ＆インクルージョン
（D&I）

コース一例
●ダイバーシティ＆インクルージョン
（D&I）
●戦略的ネゴシエーションスキル
●エッセンシャルマネジメントスキル 
●バリューセリング

AMA
eラーニング

AMAの集合・
オンライン研修

アバター

集合研修アバターロールプレイ
集合研修では、定期開催と一社向け開催を提供しています。定期開催ではさまざまなカリキュラム・日程からお好きなものを
お選びいただけます。一社向け開催ではお客様のニーズや課題に合わせてフルカスタマイズが可能です。また、機材・会場・
資格試験・学習管理システムの手配など、研修に必要となる全てをワンストップでご対応いたします。

⃝学習に集中できる：研修に適した環境を準備

⃝きめ細やかな学習サポート：細かい表情や仕草を講師が察知

⃝対面や実機での演習：物理的な機材や道具を用いた演習

⃝受講者同士の交流：名刺交換や雑談などの機会が多い

安心・安全に受講いただくための取り組み
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、お客様が安心してご来場いただけるよう取り組んでいます

一社向け開催

貴社のニーズや課題に合わせた、柔軟な
対応が可能

ご要望に合わせてカスタマイズ
1. 人材育成の課題をヒアリング

2. 最適な育成プランをご提案

3. 会場や機材の手配
オンラインと組み合わせたハイブリッド型で
の実施も可能です。その場合、Zoom以外の
Web会議ツールも利用できます。

4. 振り返り・レポート

定期開催（公開コース）

豊富な日程・コースからご都合に合わせて
選択可能

1名から申込可能
＊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

人気コースは月2回開催
最大9か月先の日程まで公開

Webサイトからお申し込み 貴社担当営業またはWebよりお問い合わせ
ください

約1,400コースから選択可能

新宿・大阪・名古屋
札幌、福岡でも一部開催しています。

お勧めポイント

人数

日程

申込方法

カリキュラム

場所

受講中

 座席間隔を確保
 換気の徹底
 飛沫防止パーティションを設置
 マスクの着用必須

ご来場時

ご来場者全員に以下を
お願いしています

 検温
 手指の消毒

設備・社員の対応

 清掃・消毒の徹底
 体調管理の徹底
 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

対面形式の
集合研修のメリット

P6 研修会場

P55 お申し込みガイド

アバターロールプレイとは
アバターロールプレイとは、トレノケートグループのクインテグラル社が進めるバーチャルイマーシブ
ラーニング（仮想没入型学習）の一つです。 学習者の没入感を高めるために、より現実に近い状態を
作り出し、アバターを相手にロールプレイを行います。アバターを操作し会話するのは、ロールプレイ
を専門にトレーニングを受けた講師です。
ロールプレイのもとになるシナリオは、学習者の課題に合わせたものを選び、実務に近い状況で、アバター
を通した仮想の相手とビジネススキルの練習を行うことができ、フィードバックを受けることができます。

活用方法
アバターロールプレイは、集合・オンライン研修やeラーニングと組み合わせることでより高い効果を得ることができます。

アバターロールプレイは、米国シリコンバレーに本社を置くMursion社が提供する企業向けトレーニングシステムです。これをクインテグラル社
（トレノケートグループ）が日本向けにローカライズし、 日本で提供をしています。

なぜアバターを使ってロールプレイするのか

■アバターロールプレイの様子（英語）
　https://youtu.be/o2DzUVazh2o

特別な機材不要  リモート研修可能
VRゴーグルなどは不要。
インターネット環境とPCがあればどこ
からも参加できます。

自由なシナリオ設定
ビジネスシーンに合わせた既定のシナ
リオの他、貴社用にカスタマイズする
ことも可能です。

英語・日本語対応
米国をはじめ、英語を公用語とするアジア
の国々の文化をリアルに体験することも
できます。

気恥ずかしさがなくなる
互いを知っている上司や同僚とロール
プレイする時の気恥ずかしさや気遣い
がなくなります。

偏見がなく挑戦しやすい
実存しない架空の相手のため、偏見が
なくオープンマインドな場となり挑戦し
やすくなります。

記憶に定着
学習者の思考や感情を刺激するため
記憶に残りやすくなります。
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これから始めるDX
DX（デジタルトランスフォーメーション）とは

経済産業省の定義によると、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会
のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土
を変革し、競争上の優位性を確立すること。」とあります。

なぜ、今DXなのか
第四次産業革命と言われる、
IoT・AI・RPA・ビッグデータ・
クラウドなどの技術が劇的に
進歩しました。そんな中、日本
企業はデジタル化の対応に遅
れ、世界市場で大きく差をつ
けられました。現在GAFAM
に代表される米国のデジタル
企業が世界を席巻しています。
日本企業の躍進のためにDXは
欠かせない状況になっています。

DXにおける課題とは
「IT人材白書2020」によると、DX推進においては以下の課題が挙げられています。
前述の定義にある通りビジネスモデルの変革を推進するには、その土台となる業務・組織・プロセス・企業文化・風土など
が必要です。DXがなかなか進まない背景として、DXを推進するスキルを備えた人材が不足している点が挙げられます。

出典：「IT人材白書2020」（独立行政法人　情報処理推進機構　社会基盤センター）

出典：「デジタル・トランスフォーメーション推進人材の機能と役割のあり方に関する調査」（独立行政法人情報処理推進機構　社会基盤センター）

出典：「IT人材白書2020」（独立行政法人　情報処理推進機構　社会基盤センター）

抽出された問題点：企業
●既存のビジネスモデルや業務スタイルから脱却できておらず、デジタル型ビジネスモデルへの転換が進んでいない
●経営層の、デジタルがもたらす変革への理解と認識やIT活用に対する見識が不足
●DX実施以前の問題としての、変革への抵抗や危機感の共有不足
●実施にあたっても、既存の人事制度や組織文化が変革を阻害
●従来型のシステム化技術から脱却できず、先端IT従事者が活躍する環境や場が整えられていない

抽出された問題点：IT人材個人
●デジタル技術による自身を取り巻く環境変化に対する感度の低さや危機感の不足から、スキルアップ意欲の低い

先端IT非従事者
●せっかく学んでもそれを活かす場がない
●自身のキャリアに対する当事者意識が希薄

デジタル技術の普及による自社への影響

自社の優位性や競争力の低下
新たな代替製品・サービスの台頭

既存企業間での競争の激化
新規参入企業による競争の激化

変化に対応できない自社従業員の大量発生
製品・サービスの低価格化（価格競争の激化）

自社の従業員規模の削減
既存企業の市場からの撤退
自社の事業規模の縮小

自社の既存市場からの撤退
その他
無回答

100%75%

58.7%
52.5%

43.5%
42.4%

20.7%
16.3%

6.5%
2.2%
1.1%

1.1%
3.3%

0.0%

50%25%0%

■全体（n=92）

拡大するDX人材不足
同じく「IT人材白書2020」によると、人材不足に対する状況は年々拡大しています。2019年度では「大幅に不足している」

「やや不足している」を合わせて89％の企業が人材不足を感じています。

DX推進人材に必要なスキルとは
これからDXを推進する企業にとっての最重要課題は「人材不足」の解消です。この課題をクリアせずに、DXの推進はなし
えません。では、DXを推進する上で必要なスキルとは何でしょうか？
単にテクノロジを知っているだけではDXは進みません。ビジネスとテクノロジを融合し、新しいビジネスを生み出し、組織
変革を実現する必要があります。自社の人材を把握し、必要な人材育成をすることが、DX推進の初めの一歩です。

ユーザ企業にIT人材の“量”に対する過不足感【過去5年間の変化】

■大幅に不足している　■やや不足している　■特に過不足はない　■やや過剰である（削減や職種転換等が必要）　■無回答

2015年度調査（N＝780）

2016年度調査（N＝984）

2017年度調査（N＝974）

2018年度調査（N＝967）

2019年度調査（N＝821）

0.4

0.5

0.7

1.3

0.0

100%75%50%25%0%N：調査対象人数

20.5 63.7 15.1

24.7 59.8 14.8

29.3 54.5 15.1

31.1 54.3 12.6

33.0 56.0 10.5

0.3

0.2

0.4

0.6

0.5

テクノロジへの理解

テクノロジとビジネスの融合に
欠かせない、ITの基本を理解し
最新のテクノロジを知る

企業文化／風土の改革

既存の企業文化／風土の打破
には、優れたヒューマンスキルと
リーダーシップが必須

ビジネス創出／マネジメント

新しい発想を生み出し、それを
実行し、実現してくことは、DXに
は欠かせません

実践力向上のため、AWS（P24-25）、Azure（P26-27）、GCP（P28）、
AI（P38）他多数ご提供

【PDU対象】アジャイル・プロジェクト・マネジメント P45

コース名 ページ番号

【PDU対象】クリエイティビティ＆イノベーション

【PDU対象】【オンラインLive】【4.5H×2回】デザイン思考入門

P39

P39

【PDU対象】バーチャルチームをリードする P49

コース名 ページ番号

【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 P47

【PDU対象】【1Day REAL】やって身につく！ 1on1ミーティング P47

コース名 ページ番号

[ASP]最新ITトレンド丸わかり 2020年版 P14



研修コースの探し方

アプリケーション アプリケーション

IT入門・基礎 IT入門・基礎

ストレージ ストレージ

ネットワーク ネットワーク

サーバ サーバ

仮想化 仮想化

OS OS

ミドルウェア ミドルウェア

20 21

スキルマップ（IT分野・ベンダートレーニング） トレノケートは、ITビジネスを牽引する世界有数のベンダーの教育パートナー・認定研修機関として
認定を受けています。

トレノケートWebサイト研修総合カタログ　デジタル版

Web開発
システム開発・言語

AI
P38-39 Cybozu UiPath

P41

Salesforce

Cloudera Oracleビッグ
データ
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P29   

AWS
P24-25

Microsoft
P26-27,

34

IBM

HP

Nutanix

Google
P28

Red Hat

CISCO
P30-31

プログラミング言語
Python  Java  P40-41

データベース

ネットワーク
P32

仮想化・コンテナ

Linux
P35

Mirantis Vmware

Palo Alto
Networks

P36
EC-Council

P37

Trend
Micro
P37

Webページの上部の「研修を探す」「人事・育成担当の方」より、
さまざまな切り口で研修を探すことができます。
「人事・育成担当の方」→「分野一覧」を選択いただくと、IT、ベン
ダー、ビジネス各分野を一覧で参照することができます。

ページ番号記載のない分野に関しては、デジタル版やWebサイトよりご参照ください。

「デジタル版で見る」を選択
してください。デジタル版は
Webページへのリンクが
ついているため、検索しや
すくなっています。

トレノケートの
Webページから
右記バナーを
クリック
https://www.trainocate.co.jp/d21ss



研修コースの探し方

22 23

スキルマップ（ビジネス分野） 新入社員・若手、中堅、管理職、経営層まで全階層を網羅した研修を提供しています。

Webページの上部の「研修を探す」「人事・育成担当の方」より、
さまざまな切り口で研修を探すことができます。
上記スキルマップの内容は、「研修を探す」→「ビジネストレー
ニング」から参照していただけます。

トレノケートWebサイト研修総合カタログ　デジタル版

ロジカル・シンキング クリティカルシンキング 問題解決・意思決定

クリエイテビティ

データ分析

新入社員・若手社員

グローバルスキル

コンセプチュアルスキル

ビジネススキル

ヒューマンスキル

フォロワーシップ

コミュニケーション

ビジネスシミュレーション

マーケティング・営業力

リーダーシップ

グローバルリーダーシップ＆マネジメント

グローバルマインド＆コミュニケーション

変化の中で必要な
人材・組織であり続ける

P49

AMA
P48-49

経営層管理職中堅社員 注目テーマ

サービスマネジメント

ビジネスアナリシス/BABOK®

ファシリテーション

ネゴシエーション

プレゼンテーション

コンサルタントスキル アカウンティング 戦略実行

プロジェクトマネジメント 戦略立案 理念浸透 PMP®・プロジェクトマネジメント
P44-45

要件定義・システム企画・提案・
コンサルティング　

P42-43

RPA導入・業務プロセス改善
P41

階層別・人材開発
キャリアプラン

演習中心の1日間コース
1Day REAL 超実践！シリーズ

P46-47

テレワーク時代に必要な
コミュニケーションスキル

P46

 リーダーシップ開発・メンバー育成　　
P47

ビジネス創造力・企画力
（デザイン思考）

P39

コーチング

ページ番号記載のない分野に関しては、デジタル版やWebサイトよりご参照ください。

「デジタル版で見る」を選択
してください。デジタル版は
Webページへのリンクが
ついているため、検索しや
すくなっています。

トレノケートの
Webページから
右記バナーを
クリック
https://www.trainocate.co.jp/d21ss
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AWS（Amazon Web Services) ■ ベンダートレーニング

サービス全体を講義とラボで学習し、一部の内容をハンズオンで実際に
確認します。
初めて学ぶ方や、営業やプリセールスなど提案に関わる方、ユーザ企業で
構築のダイレクションを行う方にお勧めです。講義8割、演習2割の比率
です。

AWS Technical Essentials 1 
～Amazon Web Services 機能概要～

1日　¥77,000　AWC0026V
1日　¥89,430　AWC0045V※1
1日　¥91,905　AWC0046V※2

AWS認定クラウドプラクティショナー資格

トレノケートはAWSに認定されたトレーニングパートナー
トレノケートは、AWS Partner Network（APN）セレクトコンサルティングパートナー（トレーニング）として、
AWSの多種多様なサービスを効率よく学習できる認定トレーニングを提供し、AWSエンジニアの育成を支援
します。AWS認定トレーニングでは、AWSの認定テキストを使い、AWSより認定を受けたAWS認定イン
ストラクターが実施します。

●AWS認定トレーナーの高いスキル
AWS社の厳格なテクニカルスキル及びティーチングスキルチェックに合格した
認定トレーナーがコースを実施。豊富な技術知識で皆様のAWS知識修得を
サポートします。

山下 光洋　トレノケート株式会社
AWS Authorized Instructor Champion

初めて学習される方
AWSのコアサービスの概要を学ぶ入門コースです。
＊2020年春 新規コースへ切り替え予定です。最新情報は弊社Webをご覧ください。　

AWS Technical Essentials 2
 ～Amazon Web Services 演習ワークショップ～

1日　¥77,000　AWC0027V

「AWS Technical Essentials 1」で学んだ内容をもとに多くの実機演習
でスキルとして身につける、ハンズオン中心の実践コースです。
実際にAWSの構築作業を行う方、作業をしながら修得したい方に最適
です。講義2割、演習8割の比率です。

AWSトレーニング詳細はこちら　https://www.trainocate.co.jp/aws21

コードやテンプレートを活用した運用の自動化に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）を用いたAWSリソースの基本操作も修得します。

Systems Operations on AWS 

3日　¥231,000　AWC0005V
3日　¥248,820　AWC0008V※1
3日　¥251,020　AWC0012V※2

AWS認定SysOpsアドミニストレーター
-アソシエイト資格

運用エンジニア

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、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。

Developing on AWS

3日　¥231,000　AWC0004V
3日　¥248,820　AWC0007V※1
3日　¥251,020　AWC0011V※2

AWS認定デベロッパー-アソシエイト資格

開発エンジニア

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 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サービスを紹介します。また、AWS上
でスケーラブルでセキュリティ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。

Advanced Architecting on AWS

3日　¥231,000　AWC0059V
3日　¥268,400　AWC0060V※1
3日　¥273,350　AWC0061V※2

Architecting on AWS

3日　¥231,000　AWC0003V
3日　¥248,820　AWC0006V※1
3日　¥251,020　AWC0010V※2

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資格

AWS認定ソリューションアーキテクト
-アソシエイト資格

AWSクラウド環境でのインフラ、アプリケーショ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
実践的な知識とスキルを身につけます。

設計エンジニア

※1 バウチャ1枚[試験用]付のコース　　※2 バウチャ2枚[模擬試験用・試験用]付のコース

New 2021年春　提供開始予定の新コース

AWS Security Essentials

1日　¥77,000　AWC0064V

上記「AWS Technical Essentials 2（AWC0027V）」の後継コース
です。AWS Practical Startup Workshop

1日　¥77,000　AWC0063V

上記「AWS Technical Essentials 1（AWC0026V）」の後継コース
です。AWS Cloud Practitioner Essentials

1日　¥77,000　AWC0062V

各分野のスペシャリストを育成する役割別コース

ロール（役割）ごとにトレーニングが用意されています。
AWS Technical Essentials 1・２を受講済み、または同等の知識があることが前提です。



表示価格はすべて税込みです。
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Microsoft Azure / Power Platform ■ ベンダートレーニング

Fundamentals（基礎）

Roll-based Associate

Roll-based Expert

Azure初学者はまずはここからスタート。
クラウドサービスの基礎レベルの知識を身につけ、クラウドサービスが 
Microsoft Azureでどのように提供されるかについて学習します。

Microsoft Azureの管理者が対象です。
AzureサブスクリプションとIDの管理、仮想ネットワーク、サイト間接
続、ネットワークトラフィック管理、Azure Storage、仮想マシンの拡張、
サーバレス コンピューティング、データ保護、監視などについて学習し
ます。

ソリューションアーキテクトとして、ビジネス要件を安全でスケーラブルで
信頼性の高いソリューションに変換する方法を学習します。
AZ-303では、仮想化、自動化、ネットワーク、ストレージ、ID、セキュリティ、デー
タプラットフォーム、アプリケーションインフラストラクチャについて学習します。
AZ-304では、ログ管理、コスト分析、認証と認可、ガバナンス、セキュリティ、
ストレージ、高可用性、および移行に関連する設計上の考慮事項について
学習します。

Azure開発者が対象です。
Azureでのアプリ開発の基本を学びます。Webアプリを Azure Web 
App、Functions、SQL Database、Cosmos DBなどのAzureサービス
を使った開発について学習します。

Azureセキュリティエンジニアを目指す方が対象です。
Azure Active Directory、Azure Key Vault、仮想マシン、仮想ネット
ワーク、ストレージ、SQL Server、SQLデータベース、Webアプリなど、
Azureのセキュリティ機能について学習します。

DevOpsのプロセスとプラクティスの設計・実装について学習します。
DevOpsの計画、ソース管理の使用、企業向けGit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 メカニズムの最適化などを実行する方法
を学習します。

Microsoft Azure 基礎
(AZ-900T01)

1日　¥66,000　MSC0661V

Microsoft Azure 管理者
 (AZ-104T00)

4日　¥264,000　MSC0706V

Microsoft Azure Architect 
Technologies (AZ-303T00)

5日　¥357,500　MSC0711V

Microsoft Azure Architect 
Design (AZ-304T00)

4日　¥308,000　MSC0713V

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

4日　¥286,000　MSC0709V

Microsoft Azure 
セキュリティ技術 (AZ-500T00)
5日　¥357,500　MSC0738V

試験：AZ-900
資格：Azure Fundamentals

試験：AZ-104
資格：Azure Administrator Associates

試験：AZ-204
資格：Azure Developer Associates

試験：AZ-500
資格：Azure Security Engineer Associate

試験：AZ-303　かつ　AZ-304
資格：Azure Solutions Architect Expert

Azureインフラ分野（機能別速習トレーニング）

最短で最小限のポイントを学びたい方向けです。

Microsoft Azure上に仮想化マシンを構成する手順について学習し、仮想
ネットワークや冗長化を構成します。なお、Express Routeについては
概念のみ紹介します。

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やファイルサーバの連携環境を構成します。なお、
Express Routeについては概念のみ紹介します。

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
ついて学習します。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学習します。

Microsoft Azureには、データや仮想マシンの保護を目的として、Azure
バックアップ、仮想マシン保護、Azure Site Recoveryといったサービス
があります。本コースでは、Hyper-V仮想マシンのバックアップや複製を
構成する手順を紹介し、費用を抑えたDRサイト構築について学習します。

Microsoft Azureによる
ITインフラの拡張　

1日　¥71,500　MSC0517V

Azure AI ソリューションの
設計と実装 (AI-100)　

2日　¥154,000　MSC0700V

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)　

2日　¥154,000　MSC0702V

PowerAppsで実践する
業務アプリのローコード開発ハンズオン　

1日　¥77,000　MSC0650G

PBI for the Cloud: Level 
1 - Report Builder　

2日　¥121,000　MSC0638V

PBI for Excel 2016: 
Level 1 - Report Builder　

1日　¥60,500　MSC0637V

Microsoft Azureによる
サイト間ネットワークの構築

1日　¥71,500　MSC0528V

Azure Active Directory を使用した
認証基盤の構築　

2日　¥154,000　MSC0569G

Microsoft Azureによる災害復旧手法 

1日　¥66,000　MSC0563G

Roll-based Associate

Azure AI・データ分析分野（Microsoft認定資格対応トレーニング）

Microsoft認定資格を取得して、スキルを証明したい方向けのトレーニングです。

Power Platform（機能別 速習トレーニング）

最短で最小限のポイントを学びたい方向けです。

試験：AI-100
資格：Azure AI Engineer Associate

試験：DP-100
資格：Azure Data Scientist Associate

試験：DＡ-100
資格：Data Analyst Associate

Power BI を使用した
データの分析 (DA-100T00)

4日　¥286,000　MSC0741V

Azure AI
エンジニア

向け

PowerApps
でローコード

開発

データ
サイエンティスト

向け

Power BIで
データ分析を
業務に活かす

データ
アナリスト

向け

　(速習)Microsoft DevOps 
ソリューションの設計と実装 (AZ-400T00)　

3日　¥231,000　MSC0732V

試験：AZ-400
資格：DevOps Engineer Expert

Azureインフラ分野（Microsoft認定資格対応トレーニング）

Microsoft認定資格を取得して、スキルを証明したい方向けのトレーニングです。

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



表示価格はすべて税込みです。
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Google Cloud Platform クラウド■ ベンダートレーニング ■ ITトレーニング

Google Cloud Platform™（以下GCP）とは、Google社が提供する
PaaS/IaaS型のクラウドサービスです。GCP認定トレーニングと認定
試験は、Google社がエンジニア向けに提供しています。

特定のベンダーに依存しないクラウドの汎用的な知識とスキルを学ぶトレーニングです。

豊富なコースをご用意しています。

Google Cloud及びGoogle Cloud PlatformはGoogle LLCの商標です。

GCP認定トレーニング対応ラインナップ

研修事例（ソフトバンク株式会社）　https://www.trainocate.co.jp/ji21s

Google Kubernetes Engine
トレーニング
Google Kubernetes Engine（GKE）
およびGCPが提供するその他のサービス
でのコンテナ化されたアプリケーション
のデプロイと管理について紹介します。

クラウドサービスを安全に利用するためには、正しいセキュリティ対策を
実施することが重要です。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。

クラウドのシステム構築にはオンプレミスの場合とは異なるアプローチが
必要です。AWSやAzureのクラウドデザインパターンを例に、クラウドの
利点を活かしたクラウドファースト/クラウドネイティブなシステム構築の
一般的なポイント（アーキテクチャ、開発手法など）を概説します。また、
それに必要となるクラウドサービスの特性や要素技術、セキュリティ対策
についても整理して紹介します。

クラウドとは何か、どのようなことができるのか、どのようなメリットと
デメリットがあるか、などクラウドに関する基礎的な知識を修得します。
また、AWS・Azure・GCPといったパブリッククラウドの基本的なサー
ビスや、クラウドがビジネスに与えるインパクトについても解説します。

細かい技術的な解説は抜きにして、クラウドとは何かという基本から、メ
リットとデメリット、クラウドを使ってどのようなサービスを作れるかなど、
クラウドをビジネスに活用するための基礎的な知識を修得します。

Professional Cloud Architect資格
対応トレーニング
Google Cloudの技術を組織が活用する
ために必要なクラウドアーキテクチャと
GCPに関する専門的な知識を活かして、
ビジネス目標を推進するスケーラブルで
高可用性を備えた堅牢かつ安全な動的
ソリューションを設計、開発、管理する
スキルを学習できます。

Associate Cloud Engineer資格
対応トレーニング
アプリケーションのデプロイ、オペレー
ションのモニタリング、エンタープライズ ソ
リューションの管理を行います。Google 
Cloud Consoleとコマンドラインインター
フェースを使用してプラットフォームベー
スの一般的なタスクを実行し、Google 
Cloud上のGoogleマネージド サービスま
たはセルフマネージド サービスを利用し
てデプロイされたソリューション管理がで
きるようになります。

Architecting with Google 
Kubernetes Engine　

3日　¥264,000　GGC0019V

クラウド導入のためのセキュリティ概要　

1日　¥55,000　SCC0076G

クラウドアーキテクト・ファーストステップ 　

2日　¥110,000　NFC0267G

クラウドコンピューティング概要

1日　¥55,000　NFC0313G

クラウドビジネスのいろは

1日　¥55,000　NFC0314G

Google Cloud Platform Fundamentals: 
Core Infrastructure　

1日　¥55,000　GGC0001V

Architecting with Google Cloud Platform: 
Design and Process　

2日　¥176,000　GGC0005V

Architecting with 
Google Compute Engine 

Engine3日　¥264,000　GGC0018V

Getting Started with 
Google Kubernetes Engine　
1日　¥55,000　GGC0015V

Associate Cloud Engineer

Professional Cloud Architect

 CompTIA Cloud Essentials

クラウドエンジニア向け 基礎～中級

ビジネスパーソン向け 初級

クラウドエンジニア　お勧めコース

ネットワーク
P32

ITインフラ
P33

Python
P40

Linux
P35

セキュリティ
P36

Windows Server, PowerShell
P34

主要パブリッククラウドの認定トレーニング

AWS
P24-25

Google Cloud Platform
P28

Microsoft Azure
P26-27



表示価格はすべて税込みです。
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Cisco ■ ベンダートレーニング

トレノケートは日本で唯一のシスコ社のプラチナラーニングパートナーとして、シスコ認定コースだけでなくカスタマイズした
プロダクト（サービス）トレーニングを幅広くご提供しています。

多様な認定に対応した豊富なコースをご用意しています。

集合研修やオンライン受講など、ご自身にあった学習スタイルを選択
可能。

「試験/バウチャ付き」でお申し込みいただくと、最終日の15：00から
対象試験の受験が可能です*。
＊教室受講の方のみ

2日目以降は朝テスト（確認テスト）を実施し、前日のポイントを復習
することで、確実に知識を積み重ねていきます。
より実践に近い確認問題集が付属されているので、効率よく学習
することができます。

シスコ認定トレーニング対応ラインナップ

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®】

CCNA DevNet

エキスパート
エンタープライズインフラストラクチャ 
ソリューションの知識を証明できます。

プロフェッショナル
各コアテクノロジの知識と各分野の
専門知識を証明できます。

アソシエイト
ネットワーキング技術等の基礎知識
を証明できます。

300-420 ENSLD試験対応コース

300-410 ENARSI試験対応コース

300-435 ENAUTO
試験対応コース

300-415 ENSDWI
試験対応コース

CCIE Enterprise 
Infrastructure

CCNP  
Enterprise

CCNP 
DataCenter

DevNet 
Proffesional

CCNA

DevNet 
Associate

BOOT
CAMP®

講義

受講後
サポート

自習用
問題集

受験バウチャ

演習

CCNA BOOT CAMP® 

8日　¥528,000　CSC0427V
8日　¥566,500　CSC0426V※1

Developing Applications and 
Automating Workflows using Cisco 

Core Platforms (DEVASC)
5日　¥363,000　CSC0434V

コア試験
Developing Applications Using Cisco 
Core Platforms and APIs (DEVCOR)

5日　¥418,000　CSC0435V

Implementing and Administering 
Cisco Solutions (CCNA) v1
5日　¥330,000　CSC0421V

コンセントレーション試験
Implementing Automation for Cisco 

Enterprise Solutions (ENAUI) v1
3日　¥264,000　CSC0438V

CCNA BOOT CAMP®
CCNA認定を効率よく学習するために用意されたプラチナラーニング
パートナーであるトレノケート独自のコースです。
多くの方が受講し、合格されている実績があります。

DevNet　アソシエイト
2020年2月に新設された新しい認定です。
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
修得できます。

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。

DevNet　プロフェッショナル
2020年2月に新設された新しい認定です。
API、シスコ プラットフォーム、アプリケーション展開とセキュリティ、イン
フラストラクチャと自動化の使用など、ソフトウェア開発と設計の知識を
修得できます。コア試験とコンセントレーション試験に合格することで
Cisco Certified DevNet Professional認定を取得できます。

CCNP Enterpriseはコア試験に合格し、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認定を取得
することができます。

CCNP Enterprise

コンセントレーション試験

CCNP Enterprise BOOT CAMP® 
～ENSLD編～

5日　¥330,000　CSC0433V
5日　¥368,500　CSC0432V※1

Implementing Cisco Enterprise 
Advanced Routing and Services 

(ENARSI) v1
5日　¥363,000　CSC0423V

Implementing Automation for 
Cisco Enterprise Solutions 

(ENAUI) v1
3日　¥264,000　CSC0438V

Implementing Cisco SD-WAN 
Solutions (SDWAN300) v1
4日　¥396,000　CSC0436V

Introducing Automation 
for Cisco Solutions (CSAU) 

v1v1 2日　¥132,000　CSC0437V

Cisco SD-WAN Operation 
and Deployment (ENSDW) 

v1.0v1v1 2日　¥220,000　CSC0414V

CCNP Enterprise BOOT CAMP® 
～ENARSI編～ 

8日　¥580,800　CSC0431V
8日　¥619,300　CSC0430V※1

推奨コース*

推奨コース*

＊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　試験/バウチャ付きコースです。

350-401 ENCOR
試験対応コース

コア試験

CCNP Enterprise BOOT CAMP® 
～ENCOR編～

8日　¥580,800　CSC0429V
8日　¥632,500　CSC0428V※1

Implementing and Operating 
Cisco Enterprise Network Core 

Technologies (ENCOR) v1
5日　¥363,000　CSC0422V

CCNP Data Center
CCNP Data Centerに対応したコースもございます。 詳しくはWebへ



表示価格はすべて税込みです。
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ITインフラネットワーク ■ ITトレーニング■ ITトレーニング

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の中から適切なサービスを選び取り、システム
を構築・運用する「全体を俯瞰できるエンジニア」が必要です。

基礎、設計、ルータ/スイッチ、無線、VoIPなどの応用技術まで幅広く提供しています。

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、システムの全体像を把握します。

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
を支える要素となる技術を基礎から学び、企業のコンピュータネットワーク
の全体像・構成要素・通信の仕組みを理解します。

拠点内ネットワーク、拠点間接続、インターネット接続における基本的な
設計ポイントを学び、ITインフラにおけるコンピュータネットワークの全体
構成を理解します。

初期設定状態のルータとスイッチの実機を用意し、ケーブル接続、VLAN
の設定、擬似インターネットへの接続、さらには冗長構成など、構成を
高度にしながら企業ネットワークを想定した演習と座学を組み合わせて
学習します。

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。

現在の無線LAN技術を基に、無線LAN構築のポイントを短期間で学習
します。

拠点内と拠点間接続も含むネットワークを対象に、ユーザ要件に合う
適切なネットワークの設計手法を学習します。

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、トランスポート層の役割、およびTCP/IP
サービスの概要までを幅広く学習します。

ロードバランサー/ADCがもつ機能全般を紹介し、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。

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。

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、具体例を
交えながら運用管理に必要な関連技術を学習できます。
統合監視ツールや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、実体験を通して
IaCについて学習します。

企業ITインフラで使用されるWeb、DNS、セキュリティ、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。

実際の企業ITインフラを想定して、冗長化と拡張性を考えたサーバおよび
ネットワーク構築演習をバランスよく学習します。

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、概要を提示できるよう
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。

さわって身に付くITシステム入門

2日　¥99,000　ENC0050G

コンピュータネットワーク技術

3日　¥165,000　NWC0110G

ネットワーク設計の基礎

2日　¥121,000　NWC0234G

実用構成で学ぶ！ルータ/スイッチ基礎

3日　¥198,000　NWC0170G

IPネットワーク運用管理の基礎

3日　¥198,000　NWC0174G

無線LAN導入のための構築実習

2日　¥110,000　NWC0098G

ネットワーク設計の応用

3日　¥181,500　NWC0097G

TCP/IPプロトコル詳解

3日　¥165,000　NWC0141G

ロードバランサー入門

1日　¥77,000　NWC0203G

Webシステム基盤アーキテクチャ概要

2日　¥110,000　NFC0002G

ITインフラ運用実践1

2日　¥143,000　NFC0301G

ITインフラ運用実践2

2日　¥143,000　NFC0421G

ITインフラ構築実践1

3日　¥231,000　NFC0294G

ITインフラ構築実践2

3日　¥264,000　NFC0080G

ITシステム基盤オーバービュー

1日　¥55,000　NFC0022G

ITシステム基盤オーバービュー 実践編

1日　¥66,000　NFC0433G

ITインフラ入門基礎

設計

構築（ルータ・スイッチ実機）

運用（ルータ・スイッチ実機）

ITインフラ構築

ITインフラ運用自動化
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Linux ■ ITトレーニング■ ベンダートレーニングMicrosoft Windows Server
Microsoft認定トレーニングだけでなく、既にWindows Serverの管理経験がある方や、特定の機能のみを重点的に
学習したい方向けの、実務に直結したカスタマイズコースを多数ご用意しています。

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

Windows Serverをこれから管理される方にお勧めのコースです。 
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。

スタンドアロンシステムにおけるLinuxシステム管理業務を学習します。

Windows PowerShellは、Windows Serverを管理・操作する際に便
利なコマンドライン方式のシェルおよびスクリプト言語です。
初めて学ぶ方は入門からご受講ください。

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。

【重要】SAトレーニング受講券をお持ちの方は、お早めにお申し込みください。
「SAトレーニング受講券」は、マイクロソフト社ソフトウェア アシュアランス特典の一つで、トレーニングが無償で
受講できるチケットです。本受講券は2022年1月以降使用ができなくなります。また、お申し込みは2021年12月
10日までに終了するコースとさせていただきます。

Windows PowerShellを用いて、一般的なファイル操作とActive 
Directory Domain Service管理が行えるようになることを目標として
います。

Windows Server2016の管理を効率的かつ確実に行うために必要な
作業について紹介します。現場で活かせる知識を修得できるように、演習
はシナリオ仕立てになっています。

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。

小規模環境でActive Directoryドメインを構築する最低限の手順について
学習します。（100名以下の拠点が1〜2箇所の環境を想定）

Windows Server システム管理基礎(前編)
～Windows Server 2016 / 2012 R2 対応～

3日　¥187,000　MSC0616V 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

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

2日　¥132,000　MSC0482V

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

1日　¥66,000　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 2016 対応～

1日　¥66,000　MSC0640G

Windows PowerShell 実践
～Windows Server 2016対応～
2日　¥132,000　MSC0607G

Windows Server システム管理基礎(後編)
～Windows Server 2016 / 2012 R2 対応～

2日　¥132,000　MSC0617V

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　MSC0674G

Active Directory最小構成実践

1日　¥66,000　MSC0639V

Windows Server管理
入門

PowerShell

Windows仮想化

対象コースはこちら　https://www.trainocate.co.jp/sa21s

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
知識を修得できます。

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
ための知識を修得できます。

Linuxネットワーク管理

2日　¥110,000　LUC0130G

Linuxサーバー構築Web編

2日　¥110,000　LUC0131G

実践

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ティ設定を行うことができるようになります。

Linuxセキュリティ

2日　¥110,000　LUC0133G

LinuxによるDNSサーバおよびメールサーバの構築および運用管理を行
うための知識を修得できます。

Linuxサーバー構築DNS ＆ メール編

2日　¥110,000　LUC0132G

LPIC-1

LPIC-2

LPIC-3
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。

LPIC Level1 BOOT CAMP 前編

4日　¥258,500　LUC0170G

Linuxシステム管理応用
（LinuC / LPIC 201 対応）

4日　¥178,200　LUC0125R

Linux エンタープライズ環境構築
（LinuC / LPIC 300 対応）

4日　¥280,500　LUC0173R

Linux サーバセキュリティ
（LinuC / LPIC 303 対応）

4日　¥280,500　LUC0174R　

Linux仮想化・高可用性システム構築
（LinuC / LPIC 304 対応）

4日  ¥280,500  LUC0172R

LPIC Level1 BOOT CAMP 後編

4日　¥258,500　LUC0171G

Linux サーバ構築
（LinuC / LPIC 202 対応）

4日　¥178,200　LUC0180R

LPIC-1 101試験

LPIC-2 201試験

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

LPIC3 試験303：セキュリティ
認定：LPIC-3エンタープライズセキュリティ

LPIC-3試験304：仮想化
認定：LPIC-3エンタープライズ仮想化および高可用性

LPIC-1 102試験

LPIC-2　202試験

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
認定が取得できます。

試験201と202の合格でLPIC-2認定
が取得できます。
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セキュリティ Trend Micro

EC-Council

Palo Alto Networks

■ ITトレーニング ■ ベンダートレーニング

■ ベンダートレーニング

■ ベンダートレーニング

セキュリティは、今やビジネスパーソンの基礎教養です。エンジニア向けの技術研修だけでなく、事業部門や管理部門で
働く一般社員向けの基礎研修・リテラシー研修も行っています。

トレンドマイクロ認定プロフェッショナルトレーニングです。トレンドマイクロ社の認定取得に対応しています。

情報セキュリティの知識を証明できるEC-Council Internationalの認定資格に対応した公式トレーニングです。

堅牢性の高いセキュリティソリューションを提供するパロアルトネットワークス社の認定トレーニングです。

ビジネスパーソンに必要となる、セキュリティリテラシーの修得を短期間
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
ソンにお勧めします。

エンドポイントセキュリティ製品Trend Micro Apex 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修得します。

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。

ウイルスバスターコーポレートエディションから、Trend Micro Apex One
への移行方法や、Apex Oneの高度なコンピュータ保護機能等について、実習
を交えて学習します。

上記コースのオンライン研修対応版コースです。

統合型サーバセキュリティソリューション、Trend Micro Deep Securityの
技術的な基礎知識、製品アーキテクチャ、インストールについて、実習を
交えて学習します。

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。

セキュリティエンジニア応援キャンペーン
対象受講期間：2020年12月1日～2021年3月31日
対 象 コ ー ス：CND、CEHの指定のコース

適用条件を満たしお申し込みをしていただくと特別価格にて提供します。
詳細はWebでご確認ください。　https://www.trainocate.co.jp/sec21

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
演習を交えて学習します。

セキュリティ技術の基礎知識やセキュリティ管理の考え方について、体系
的に幅広く学ぶコースです。セキュリティを修得したいエンジニアや管理者、
IT営業等にお勧めします。

コンピュータセキュリティインシデントに対応するためのチームである
CSIRTについて学習します。自組織のサイバー攻撃対応態勢の構築を
検討されている方、CSIRT担当者等にお勧めです。

セキュリティ視点でのログ分析・管理の基本について、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担当者等にお勧
めします。

セキュリティシステム（ファイアウォール、VPN、PKI等）の構築について、
実習を交えて学習します。これからセキュリティ機器の導入を行うエンジ
ニア、構築SE等にお勧めします。

情報処理推進機構（IPA）が発表する『情報セキュリティ10大脅威』を
中心に、個人が警戒すべき最新の脅威を学習するコースです。セキュリ
ティの“今”を学べます。

情報セキュリティ対策 リテラシー編 

1日　¥60,500　SCC0159G

Trend Micro Apex One Certified 
Professional ベーシック

2日　¥154,000　SCC0293V

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

4日　¥462,000　SCC0259V

Trend Micro Apex One Certified 
Professional マイグレーション
1日　¥77,000　SCC0292V

【オンラインLive】EC-Councilセキュリティエンジニア
養成講座: CND (Certified Network Defender) 

Defender) 3日　¥327,800　SCV0002V

Trend Micro Deep Security Training 
for Certified Professionals

3日　¥198,000　SCC0170V

EC-Councilセキュリティエンジニア養成講座:
 CEH (Certified Ethical Hacker)
5日　¥547,800　SCC0285V

Palo Alto Networks Firewall 9.0 
Essentials (PAN EDU-210)

5日　¥451,000　SCC0278V

情報セキュリティ対策 技術概要編 

2日　¥132,000　SCC0160G

情報セキュリティ対策 CSIRT編 

2日　¥132,000　SCC0161G

情報セキュリティ対策 ログ分析編 

2日　¥176,000　SCC0172G

情報セキュリティ対策 システム構築編 

2日　¥132,000　SCC0162G

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　¥66,000　SCC0272G

基礎、一般社員向け
Trend Micro Apex One

Trend Micro Deep Security

CND

CEH

エンジニア向け

エンジニア向け

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勧めします。

Campaign
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AI人材育成 ■ ITトレーニング　■ ビジネストレーニング

DXの流れが加速し、AI活用への注目が高まっています。トレノケートでは開発・運用を担うAIエンジニアと、企画を担うAI
ビジネスプランナー、それぞれを育成できるトレーニングをご用意しています。

マシンラーニング（機械学習）の要素技術を俯瞰し、基礎用語を理解
したい方向けのコースです。数学やプログラミングの知識は不要なので
一般のビジネスパーソンにもお勧めします。

AIでビジネスモデルがどう変化するのかを演習で整理し、AIを活用した
ビジネス企画書を作成します。ビジネス企画の経験が少ない方にお勧め
します。

マシンラーニングの要素技術を俯瞰し、基礎用語を理解したい方向けの
コースです。

AIを導入するためのステップを、課題を交えて修得します。画像や自然言
語処理などビジネス活用に向けた幅広い内容でお伝えします。

AIを利用してビジネスモデルを構築したい方向けです。 「AIプランナー
入門」より実践的な内容です。

プログラミングが初めての方にも受講いただけます。

実務をこなすための基礎を身につけたい方や、AI技術や数学について
体系的に学びたい方向けのコースです。E資格＊を取得したい方向けの
コースもあります。

＊E資格：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。

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を学習します。

マシンラーニングを実務で活用するための仮説検証（PoC）まで、自力で
行えるようになりたい方向けのコースです。

ファイル入出力、データベースアクセス、日付処理など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。

AIの基礎的な概念や、さまざまなAzureのAIソリューションについて理解・
実装するスキルを身につけます。Microsoft認定試験「AI-100」の合格を
目指す方にもお勧めします。

マシンラーニングオーバービュー 

1日　¥71,500　DBC0099G

AIプランナー入門

2日　¥132,000　BSC0038G

マシンラーニングオーバービュー 

1日　¥71,500　DBC0099G

AIビジネス活用コース

1日　¥77,000　MAC0013R

AIを活用したビジネスモデルの構築と提案

2日　¥143,000　BSC0034G

Pythonプログラミング1 
基本文法編

2日　¥88,000　PRC0103G

ディープラーニング ハンズオン 
PyTorchコース

3日　¥220,000　MAC0006R
E資格受験プラン

3日　¥330,000　MAC0007R

Pythonプログラミング2 
オブジェクト指向編

1日　¥49,500　PRC0104G

機械学習実践コース

3日　¥220,000　DBC0107R

Pythonプログラミング3 
標準ライブラリ活用編

1日　¥55,000　PRC0121G

Azure AI ソリューションの設計と実装
 (AI-100)

2日　¥154,000　MSC0700V

AI基礎

経営者・導入意志決定者・企画部門の方向け

こちらもお勧め ビジネス創造力・企画力を鍛えるトレーニング

AI活用に向けては、顧客価値を生む出す発想力・企画力など、ビジネス面でのスキルも重要です。

デザイン思考のプロセスと代表的なツールを、身近な課題を題材に演習
形式で学習します。デザイン思考を実務上の課題に適用したい方にお勧め
します。

参加者の創造性を高め、ユニークなアイデアを創出するさまざまな発想
法を学習します。それにより従来の常識の枠を超えたアイデアを創出する
方法を修得します。

ビジネス創造には多様なメンバーとの協働力が必須です。このコースでは
個性や能力の異なる多様なメンバーをリードする「協働的リーダーシップ」
の修得を目指します。

【PDU対象】【オンラインLive】【4.5H×2回】
デザイン思考入門

2日　¥85,800　BSV0003G

【PDU対象】クリエイティビティ＆イノベーション 

2日　¥143,000　AMC0031V

【PDU対象】協働的リーダーシップ 

2日　¥132,000　AMC0055V

デザイン思考

創造性

協働的リーダーシップ

技術営業・プロジェクトマネジャーの方向け

プログラミング
下記３コースは、Pythonの認定試験（Python 3 エンジニア認定基礎試験）の受験をお考えの方にもお勧めです。

機械学習

AIエンジニア育成

AIエンジニアは主にテクニカル面でAI実装を主導する人材です。AI理論や製品仕様を理解し、適切な手法で設計・構築・
実装を行います。

AIビジネスプランナー育成

AIビジネスプランナーは、「AIで実現可能なこと」「実現が難しいこと」を理解し、AI活用を企画・提案・推進します。

★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。

★

★

★

eラーニング ディープラーニングアドバンスコース　画像特化編/自然言語特化編

ディープラーニングの画像認識、自然言語処理について特に理解を深めたい方へ。それぞれの分野に特化したトレー
ニングをeラーニングで提供予定です。

ディープラーニングアドバンスコース 
画像特化編

2021年リリース予定

ディープラーニングアドバンスコース
自然言語特化編

2021年リリース予定

★ ★
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RPAの基礎知識を修得したうえで、RPA導入の3つのポイントを学習し
ます。

BPMとBPMNを学習します。最終的にはBPMNを用いて関係者と業務
改善の取り組みを始めることを目指します。

■ ITトレーニング　■ ビジネストレーニング

■ ITトレーニング

RPA/UiPath

Java

RPAを導入しその成果を得るためには、RPAの基本を知り、業務改善を行った上でRPAを導入することが重要です。

Javaはコンパイラ言語のため処理速度が速く、汎用的でOSに依存しません。そのため多くの現場で使われています。

RPA導入・業務プロセス改善

初めて学習される方

Webアプリケーション開発

リレーショナルデータベースへのアクセス

UiPathプログラミング

【PDU対象】RPA入門 

1日　¥77,000　BSC0035G 　

【PDU対象】RPA×BPMによる
業務プロセス改善

2日　¥143,000　BSC0036G 　

UiPath速習プログラム 入門編

2日　¥110,000　PRC0113V 　

Javaによるデータ構造とアルゴリズム

2日　¥88,000　JAC0080G 　

Javaシステムプログラミング

2日　¥88,000　JAC0082G　

UiPath速習プログラム 実践編

2日　¥110,000　PRC0114V 　

Javaによるオブジェクト指向プログラミング

3日　￥132,000　JAC0081G

Javaデータベースプログラミング

2日　￥88,000　JAC0083G　

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。

Java言語を用いてデータ構造やアルゴリズムを学習します。

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を学習します。

ストリーム、コレクション、マルチスレッドといった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。

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。

UiPath Studioを使用して、「業務フロー図」をもとに「業務プロセス定
義書」の作成、そしてワークフロー開発を、シナリオをもとに実践します。

RPAの概要、業務可視化の方法、業務フローの作成を学習します。
UiPath Studioの基本操作から、ワークフローの編集を学習します。

Python ■ ITトレーニング

Python（パイソン）は人気のプログラミング言語です。その用途は幅広く、開発
エンジニアの方だけでなく、ITインフラエンジニアや、業務自動化を検討されて
いる方にもお勧めの言語です。

POINT

●基本情報技術者試験のプログラミング言語に採用
●軽量・シンプルな構文
●インタプリタ型でデバックしやすい
●ライブラリやパッケージが豊富で応用範囲が広い

・Webアプリケーション　　　　　・Webスクレイピング
・ネットワーク機器などの操作　　 ・機械学習、人工知能（AI）
・データ解析　　　　　　　　　 ・業務自動化（Excel処理の自動化やRPAとの連携）
・組み込みアプリケーション　　　・IoT

プログラミングの研修は、他にもVisual Basic、C#なども提供しています。 詳細はWebへ

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。

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を学習します。

ファイル入出力、データベースアクセス、日付処理など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。

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。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修得します。

Pythonを使ったデータ分析でよく使用される、NumPy、pandas、
Matplotlibといったライブラリの基本的な役割と使い方を学習します。

Pythonの基本文法とネットワーク機器の接続演習をセットにしたコース
です。必要な文法に絞り、正規表現やファイル操作等を通じてネットワーク
機器に実際にアクセスし、インフラエンジニアが初めてプログラミングを
行う場合のメリットやイメージをつかむことができます。

Pythonプログラミング1 
基本文法編

2日　¥88,000　PRC0103G　

インフラエンジニアのための
Python入門

 2日　¥104,500　PRC0123G

 Pythonによる
データ分析入門

 2日　¥104,500　PRC0122G

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
Webアプリケーション開発

2日　¥108,900　PRC0124G

初めて学習される方
下記3コースは、Pythonの認定試験（Python 3 エンジニア認定基礎試験）の受験をお考えの方にもお勧めです。

ITインフラエンジニア向け

データ分析

Webアプリケーション開発
NEW

NEW

NEW

NEW
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要件定義・システム企画・提案・コンサルティング ■ ビジネストレーニング

ユーザ企業の事業部門、情報システム部門、IT企業で必要とされるスキル

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。

企業活動における会計処理の流れと業務で使用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。

会計業務の基礎知識、業務処理と会計システムの概要、会計システム改
革のポイントに関する知識等を修得します。

販売・物流業務の受注、商品受渡、決済までの流れと業務で使用される
用語を学習します。

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修得
します。

製造業務の生産計画から完成品入庫までの流れと業務で使用される
用語を学習します。

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
ポイントを修得します。

IT企業

【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　¥60,500　PMC0150G

【PDU対象】ITプロフェッショナルのための
会計の基礎 

1日　¥60,500　PS0065CG　

【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) 

1日　¥60,500　CN0072CG

【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　¥60,500　BS0033CG

【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)  

1日　¥60,500　CN0071CG

【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　¥60,500　BS0034CG

【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)  

1日　¥60,500　CNC0037G

BA（ビジネスアナリシス）・要件定義

業務知識

業務のシステム化のポイント

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つのスキルを修得します。

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。

【PDU対象】ITコンサルタントの養成（基礎）

2日　¥121,000　CNC0035G　

【PDU対象】ITコンサルタントの養成
(IT戦略編)  

2日　¥121,000　CNC0033G

【PDU対象】ITコンサルタントの養成
(経営戦略編) 

2日　¥121,000　CＮC0032G

コンサルティング

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。

情報システム部門の方が精度の高い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。

【PDU対象】成果につなげるIT企画提案 
基礎編

1日　¥66,000　CNC0048G

【PDU対象】成果につなげるIT企画提案 
実践編

2日　¥132,000　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～ 
1日　¥66,000　CNC0050G

システム企画・RFP

顧客へのソリューション提案機会を増やし、受注につなげるために必要
なスキルを、基礎から段階的に積み上げて学習していきます。

ITソリューションの全体像を理解し、ソリューション構築のゴールを明確
にします。顧客のニーズに応え、付加価値をアピールする提案をまとめあ
げるプロセスを修得します。

顧客に選ばれるソリューション提案に必要な手順の全体像を理解し、そ
の手順を実践的な演習を通じて段階的に学習します。

【PDU対象】要求引き出しスキル
実践ワークショップ

2日　¥121,000　SWC0032G

【PDU対象】ITソリューション提案・基礎編  

2日　¥121,000　CN0049CG

【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　¥121,000　BSC0043G

提案

IT営業活動の内容と営業プロセスを学習し、営業が果たす役割を理解
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修得し
ます。

【PDU対象】IT営業力の強化 基礎編

2日　¥132,000　PSC0024G

【PDU対象】IT営業力の強化 実践編

2日　¥132,000　PSC0025G

営業力

ユーザと要求定義を行う方を対象に、システム開発プロジェクトにおける
業務分析、要望の収集、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。

要求定義・外部設計工程に関わる方を対象に、システム要件から外部設
計に展開するために必要な要素である要求仕様を定義するプロセスと
成果物について学習します。

【PDU対象】要求定義(前編) 

2日　¥121,000　SWC0015G

【PDU対象】要求定義(後編)

2日　¥121,000　SWC0016G　 　

ユーザ企業
事業部門 情報システム部門

システム企画・ＲＦＰ

提案・コンサルティング

業務知識BA・要件定義

営業力
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プロジェクトマネジメント ■ ビジネストレーニング

トレノケートは、PMI®による新しい教育機関認定制度であるATP 
Premierとして認定を受けています。2021年1月より大幅に改定される
PMP®新試験に対応したコースの提供を開始します。

POINT
● PMI®提供の教材を使用
● 本試験に近い問題を提供
● 本コースで事前学習35時間を取得

PMP® BOOT CAMP 
～新試験対応版～

5日　¥308,000　PMC0161G

PMP®新試験対応

【PDU対象】プロジェクトマネジメント(前編) 

2日　¥121,000　PMC0132G

応用・実践コースへ

PMBOK®
ガイド準拠

初めてプロジェクトに参加する方向け入門

プロジェクトマネジメントの基礎的な知識を修得基礎

各領域の専門性を高め応用力を修得応用

ディスカッションやロールプレイを中心に実践力の向上実践

【PDU対象】プロジェクトマネジメント(後編)

2日　￥121,000　PMC0133G

「プロジェクトマネジメント（前編）（後編）」では、プロジェクト管理の標準
化を推進し、合理的な管理ができることを目指します。前編では立上げ、
計画プロセスを、後編では、実行、監視・コントロール、終結プロセスを
講義と演習を通じて学習します。
両コースは、応用、実践コースの前提知識となります。

次ページの表は、PMBOK®ガイドの10ケの知識エリアごとに学習度合いを
表しています。強化されたいエリアでコースをお選びください。

プロジェクトマネジャー、その候補の方

誰でもプロジェクトマネジャーの時代
PMBOK®ガイドによると、プロジェクトとは「独自のプロダクト、サービス、
所産を創造するために実施される有期的な業務」であると定義されています。
つまり、「独自性」「有期性」を満たすものは全てプロジェクトとなります。

日々取り組んでいる業務の中には、多かれ少なかれ、この「独自性」「有期性」の要素が含まれます。
誰もが自分の仕事（プロジェクト）を管理するプロジェクトマネジャーであるということができます。
プロジェクトマネジメントの知識は、今の時代、誰もが持つべきものです。

応用には、上記以外にも次のコースもあります。

実践には、上記以外にも全知識エリアを網羅するコースや、次の特定の知識エリアに絞って学ぶケース研修があります。
対象知識エリア【スコープ、スケジュール、コスト、品質、人的資源、コミュニケーション、リスク、調達】 

プロジェクトマネジメント研修の全体像
トレノケートのプロジェクトマネジメント研修は、全てPMBOK®ガイドに準拠したものになっています。
次のように入門から実践まで数多く提供しています。

プロジェクトマネジメントの研修一覧

入
門

基
礎

応
用

応
用

実
践

レ
ベ
ル

コース名 期間 価格
コースコード知識エリア

プロジェクト

独自性 有期性

プロジェクト・メンバーのためのプロジェクト入門 
PM0085CG

1日
¥55,000

NEW

【PDU対象】プロジェクトマネジメント(前編) 
PMC0132G

2日
¥121,000

【PDU対象】プロジェクトマネジメント(後編) 
PMC0133G

2日
¥121,000

【PDU対象】事例で学ぶプロジェクトマネジメント
PMC0154G

2日
¥121,000

2日

【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
PMC0152G

2日
¥121,000

【PDU対象】プロジェクトを成功に導く委託先管理
PMC0153G

2日
¥121,000

【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
PMC0155G

2日
¥121,000

【PDU対象】アジャイル・プロジェクト・マネジメント
PMC0148G

2日
¥121,000

【PDU対象】アーンド・バリュー・マネジメント(EVM)
PM0044CG

2日
¥121,000

【PDU対象】プロジェクト・コスト・マネジメントに役立つプロジェクト原価計算
PMC0084G

1日
¥60,500

【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
PMC0110G

1日
¥60,500

【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
PMC0112G

2日
¥121,000

【PDU対象】【現場体験型】PMと営業のための企画・提案力
PMC0117G

2日
¥121,000

【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
PMC0118G

1日
¥60,500

【PDU対象】【現場体験型】進捗会議のツボ 
PMC0119G

1日
¥60,500

【PDU対象】【現場体験型】複数プロジェクトマネジメント
PMC0123G

1日
¥60,500

【PDU対象】【現場体験型】プロジェクト・マネジャーの実行力
PMC0139G

2日
¥121,000

【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
PMC0142G

2日
¥121,000

PMC0158G
¥121,000

【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

【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
PMC0151G

2日
¥121,000

【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
CN0051CG

1日
¥60,500

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

調
達

リ
ス
ク

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 
資
源

 
品
質

 

コ
ス
ト

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

ス
コ
ー
プ

統
合

重点学習 通常学習 簡易学習
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テレワーク時代に必要なコミュニケーションスキル リーダーシップ開発

メンバー育成・マネージャ向け

■ ビジネストレーニング ■ ビジネストレーニング

■ ビジネストレーニング

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】効果的コミュニケーション・
スキル

2日　¥121,000　HSC0072G

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
にお勧めします。

【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

2日　¥121,000　ON026

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つの秘訣を演習を通して学び、「教えること」の
実践力を身につけます。

【PDU対象】【1Day REAL】うまい教え方

1日　¥60,500　HSC0188G

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】
徹底的に『聴く』力 

1日　¥60,500　HSC0197G

マネージャが自身の感情を理解するとともに、感情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。

【PDU対象】【1Day REAL】
「感情マネジメント」のコツ

1日　¥60,500　HSC0186G

自分のものの見方や考え方を見直し、時に幅を広げ、多様な人とうまく
やりながら、成果を出すために必要なことを内省と対話によって学び
ます。

【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

1日　¥60,500　HSC0198G

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。

【PDU対象】【1Day REAL】やって身につく！
1on1ミーティング

1日　¥60,500　HSC0177G

オンラインで行うシミュレーション型の体験学習です。オンライン上での
コミュニケーション強化、チームビルディング向上、協働のための考え方
を体験します。新入社員や若手社員にお勧めします。

実践! オンライン・シミュレーション
「グローバルテント」

1日　一社開催　HSC0203G

トラブル時における顧客とのやりとりの留意点やお詫びするときの心構え
を学習します。演習やフィードバックで得た学びを自分専用の「トラブル
対応ハンドブック」としてまとめます。

【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

分かりやすく相手に伝わりやすい用語の選び方や話し方、身体の動かし方、
質疑応答、双方向で進める技術など、演習を交えながら実践的に学び
ます。

【PDU対象】プレゼンテーション・スキル 
実施編

2日　¥110,000　HSC0033G

「簡潔な説明が苦手」「話が長くなりがち」など、説明力に課題を感じて
いる方にお勧めします。さまざまな場面を設定して繰り返し説明する練習
を行いながら、「説明上手になる」ことを目指します。

【PDU対象】【1Day REAL】
「説明上手」と言われる人になる
1日　¥60,500　HSC0185G

複雑な情報を整理し論理構成を組み立て、自分が言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。

【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

「新しい生活様式」の一環としてテレワークが浸透してきました。テレワークでは、うなずきや身振り手振りなどのノン
バーバルなコミュニケーションが少なくなる分、「話し方・伝え方の基本を意識する」、「誤解を招かないよう話し方や情報
の提示方法などを工夫する」といったスキル・姿勢がより一層求められます。
トレノケートでは仕事を円滑に進めるためのコミュニケーションや、プレゼンテーション等のコースをご用意しています。

DXを推進する際は、今まで以上に組織を横断した形で仕事を進めていく機会が増えます。職位に関係なく、誰もが
リーダーシップを発揮することが求められます。

マネージャやリーダーとして、チームを率いて成果を出すために必要なスキルを身につけるコースをご用意しています。

オンラインで学ぶ「新しい働き方｣シリーズ
2021年春 リリース予定

｢テレワークにおける効率的効果的な働き方｣をテーマに、｢新しい働き方」にあった知識
やスキル｢新たな働き方」に上手に適応するためのマインドを学ぶことを目指します。
●コースラインナップ（予定）

⃝実践！テレワークコミュニケーションの基本
⃝テレワークにおける「成果を上げる！部下とのかかわり方・チーム活動」
⃝テレワークにおける「決める！会議」
⃝テレワークにおける｢オンラインセールス実践｣

Coming 
Soon!

リーダーシップ開発を支援する「1Day REAL 超実践！シリーズ」
変化の激しいビジネス環境においては、組織にいる一人一人がリーダーシップを育み自律的・主体的に動いていくこと
が求められます。1Day REAL 超実践！シリーズ＊は、リーダーシップに必要な力をブラッシュアップするコースです。

「インプット（知識の修得）」より「アウトプット
（行動の変容）」を重視し、演習中心で進め
ていきます。現場に即した演習を数多く行い、
立ち止まって振り返り、自分なりのルールを
言語化していきます。

＊コースタイトルに【1Day REAL】と書かれているコース

〈演習〉
ひたすら

やってみる

〈内省〉
すかさず
振り返る

〈概念化〉
すぐさま

持論化する

繰り返す

一社開催につきましては、弊社営業もしくはWebサイトよりお問い合わせください。
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AMAとは

世界有数のグローバル人材コンサルティング組織
AMAは1923年、ニューヨークの実務家たちの熱い想いから誕生した人材育成組織です。
グローバルに活躍できる人材の育成に特化し、クライアントの業績向上や個々の社員の能
力向上に国境を越えて貢献しています。

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。

グローバル人材育成

AMAの研修では、世界のベストプラクティスを修得できます。多くの企業、団体の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「グローバルリーダー養成」研修に９年連続採用されました。

AMA ■ グローバルトレーニング

過去10年間受講者数

1,000万人
ピーター・ドラッカー氏
との関係

AMA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

98年の実績

1923年創設

【PDU対象】グローバルビジネス
ディスカッション

1日　￥77,000　AMC0013V

【PDU対象】グローバルミーティング
ファシリテーション

1日　￥77,000　AMC0007V

Business Presentation 
Skills in English 

2日　￥154,000　AMC0009V

【PDU対象】ダイバーシティ
＆インクルージョン(D&I) 

(D&I) 2日　￥143,000　AMC0067V

英語を学ぶのではなく、日本人特有のスタイルを知り、国を問わず通用
するグローバルスタイルのスキルと心構えを学びます。

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）

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
に満ちた活気ある環境を生み出す能力を高めるための手法を学びます。

バーチャル環境で成果を上げる
【Live Online】Leading Effective 

Virtual Meetings
半日　￥39,600　AMV0002V

【PDU対象】バーチャルチームをリードする

2日　￥143,000　AMC0072V

【PDU対象】生産性を高める時間管理 

1日　￥66,000　AMC0050V

＜会議＞効果的なオンライン会議を行うために、ファシリテーターや参加
者として必要なスキルを学習します。（英語）

＜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。

＜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。

リーダー、マネジャーに必要な不変的スキル
【PDU対象】EQ(心の知能指数)

リーダーシップ 
2日　￥143,000　AMC0069V

【PDU対象】ボイス・オブ・リーダーシップ

2日　¥154,000　AMC0018V

【PDU対象】エッセンシャルマネジメントスキル

2日　¥132,000　AMC0054V

＜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。

＜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。

＜部下育成＞マネジャーの役割は、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。

物事の背景を理解し、変化をとらえ実行する
【PDU対象】AMA's 5-Day 

"MBA"ワークショップ
5日　¥286,000　AMC0015V　

【PDU対象】VUCA時代に描く
ビジネスストーリー 

1日　¥77,000　AMC0078V　

【PDU対象】オペレーショナルマネジャー
から戦略的マネジャーへ

1日　¥77,000　AMC0024V

＜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。

＜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。

思い込みを排除し、本質を見抜く

【PDU対象】論理的コミュニケーション

2日　￥132,000　AMC0027V

【PDU対象】クリティカルシンキング

1日　¥71,500　AMC0036V

【PDU対象】問題解決／意思決定

2日　¥143,000　AMC0030V

＜伝達・理解力＞本質を見抜くには、現状（情報）を客観的に理解すること
から始まります。他者とのコミュニケーションで双方の意図を正確に伝え、
理解するスキルを学習します。

＜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。

変化の中で必要な人材・組織であり続ける

新型コロナウイルス感染症で世の中は一変しました。この変化の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。

AMAの特徴 - 実務ですぐに活用できるスキルを身につける -

オンライン研修
Live Online

英語・日本語での
実施

実務経験豊富な
講師陣

世界共通の
プログラム

詳細はこちら  https://www.quintegral.co.jp/news/globalleader2020/
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新入社員研修

2021年度 トレノケート 新入社員研修の特徴

新入社員の方々が、学び、成長するために必要な環境を提供し、新入社員および組織全体の成長をサポートします。

必要なタイミングで必要な学びを提供する「マナビドキ」とは
「新入社員研修で学んだことが定着しない」といったお悩みをよくお聞きします。トレノケートでは新入社員の状況にあわせ、
必要な時に、必要な知識・スキル・経験を提供することをご提案します。

新入社員研修 ご活用事例

トレノケートの新入社員研修は、社会人へのマインドシフトを促すビジネススキル研修や、ITエンジニアの土台を作るIT
研修を中心に、貴社の未来を担う人材育成を支援します。オンラインLive トレーニングや集合研修をはじめ、VRやe
ラーニングの活用など、ご要望に応じて複数の手法や研修内容を組み合わせ、学習効果の高い新入社員研修を実施します。

テクノロジを活用した
効果的なトレーニング

経験学習の原則を踏まえた
研修プログラム

オンラインの特徴を活かした
カリキュラム プロフェッショナルな講師陣

必要なタイミングで
必要な学びを提供 職場全体での成長支援

OJTトレーナーは、人の成長支援
をする知識、スキル、姿勢を持って
いることが重要です。
後輩指導の経験は、リーダーシッ
プ開発の経験となることから、自ら
の能力開発にもプラスになります。上司

新入社員

OJTトレーナー

新入社員を、貴社の未来を担うITプロフェッショナルへ

トレノケートは、貴社の人材育成計画や研修のゴールに対応できるよう、複数の育成ラインナップと豊富な研修分野を
ご用意しております。

選べる3つの育成ラインナップ

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

●研修内容（抜粋）

●お客様の声

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

●研修内容（抜粋）

●お客様の声

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

●研修内容（抜粋）

●お客様の声

詳しくは P.52へ 詳しくは P.53へ 詳しくは P.53へ

選択式
定期開催コース

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

複数社合同
MIX TRAIN® 

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

貴社専用
NEW TRAIN®

貴社の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

マナビドキを活かせる社外同期と切磋琢磨オーダーメイド

OSIT入門

ビジネスマナー

セキュリティ

Java

ビジネススキル

クラウドネットワーク

ヒューマンスキル グローバルマインド

Web

インフラ

豊富な研修分野

SCSK株式会社 株式会社電通国際情報サービス アイレット株式会社

総合演習 トランジション研修 ビジネス基本行動

インフラ・開発 ビジネスシミュレーション ビジネスマナー

事前学習教材　Windows・Office操作やタイピング練習など

＊マナVRの詳細はP15を、TRAINOCAMPはP12をご参照ください。
セレクト6、受講券の詳細はP54をご参照ください。

配属後新入社員研修内定時期

1年間かけて育成する例

ビジネス
スキル研修

トランジション
研修

配属前
研修

IT
研修

システム
構築研修

JUnit、Spring、Git/GutHub、
Webセキュリティなど、現場で
使うツールや実践的スキルの修得

初訪問前に、ビジネスマナー
（名刺交換など）の確認

定期開催コースへの参加
配属現場で必要な研修を受講

（セレクト6、受講券の活用）

社会で活躍する人材となるためには、まず、自律
した学習者であることが重要です。その上で、他
者の力を借りながら、成長し続けることが、自ら
考え行動する力を高めることにつながります。

職場全体での成長支援
上司やOJTトレーナー等、新入社員を支援する
立場の方にも人を教え育てる「学びの理論」
を提供し、職場全体で新入社員の成長を支
援します。

オンラインLive（Zoom）講義動画（復習用）

確認テスト、eラーニング教材

オンラインLive
＋集合研修

学習管理システム

V R
マナVR

</>
TRAINOCAMP

マネージャの仕事は、成果を上げる組織
を運営することです。そのためには、新し
い働き方に合わせた部下の成長支援に
ついて、育成の哲学に加え、具体的ノウ
ハウを持っていることが重要となります。

オンラインと集合
を組み合わせるこ
とで、研修効果を
最大化することが
できました。

講師品質も高く、「研
修のプロ」だと思いま
す。今後は研修のスタ
イルにもオンラインの
良さを積極的に取り
込んでいきたいと
思っています。

人事メンバーと共
に迅速に検討して
頂き、オンライン
研修という新しい
スタイルを実現で
きたことに大変感
謝しています。
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お客様研修事例
SCSK株式会社

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
新型コロナウイルス感染症対策として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することに
なりました。緊急事態宣言解除後は、3密に配慮した集合研修も組み合わせて実施しました。研修では、アプリケーション
開発およびインフラシステム構築のスキルを身に付けたITエンジニア育成を目指しました。

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

成果
●オンライン研修でも集合研修と同等の理解
2019年の新入社員研修は集合形式で行いま
した。2019年と同様に単元ごとの確認テストを
実施したところ、7割以上が合格基準（70点以
上）を満たし、集合研修とのテスト結果の差異は
ありませんでした。知識に関してはオンライン研
修でも十分身につけることができたと言えます。

●スケジュール・品質管理の重要性を体感
総合演習では、研修事務局や講師から納期と
品質を意識した計画を立案するよう指導しまし
た。想定外のことが発生した場合でも、グループ
内で作業分担し、最後まで諦めずに取り組んで
いました。総合演習の最終日は、各グループの成
果物・取り組みを発表します。他のグループ発表
から、技術面だけでなく、開発の取り組み（進捗
管理方法やテストの方法など）について、成功要
因やどうすればさらに良くなるのか、などの多く
の気づきを得ることができました。

●ニューノーマルで必要となるスキル
「自ら発し、言語化する」
研修中は、疑問点などを講師にオンラインで的
確に伝える、グループ内でもオンラインで話し合
いをするなどを繰り返すことで、ニューノーマル
で必要とされるスキルも同時に身につけること
ができたと思われます。

お客様の声 執行役員 事業戦略本部長　後藤 和貴 様
今回は予期せぬ形で新入社員研修をオンラインにせざるを得なくなりましたが、人事メンバーと共に迅速に検討して頂き、
オンライン研修という新しいスタイルを実現できたことに大変感謝しています。ネガティブな状況にも屈せずに新しい挑戦
という形で実現できたのは非常に価値がある結果だと考えています。今後はさらにニーズが高まるであろうオンライン研修
ですが、場所にとらわれずに同時参加できることや、一人一人のはたらき方に合わせてオンデマンドに受けることができる
ことなど、トレノケート様へはさらなるアイディアで従業員の成長を最大化するためのサービスの提供を期待しています。

お客様の声 人材開発部　専門能力開発課 課長　山本 勝也 様
350人という大人数のため、リスク評価を入念に実施し、受講環境が整う見通しが立ったことから、オンライン実施
を決断しました。前例のない手探りの状態の中で、トレノケート様は弊社と共に悩みながら、弊社の要望に柔軟に
対応してくれました。研修の後半では、オンラインと集合を組み合わせることで、研修効果を最大化することができ
ました。来年の新入社員研修も、同様の形式になると思います。今年の経験を活かして、より良いものになることを
期待しています。

お客様の声 人事部　人材開発グループ　溝上 周太 様
数年経っても研修当時の講師の名前を憶えている新人がいる、これはすごいことだと思います。何年も継続してお願い
していますが、単に同じ内容をリピートするのではなく、こちらの意図や追加の要望を上手に汲み取ってカリキュラムに
落とし込み、年 ブ々ラッシュアップしています。講師品質も高く、「研修のプロ」だと思います。今後は研修のスタイルにも
オンラインの良さを積極的に取り込んでいきたいと思っています。

成果
●主体的に自ら学ぶ姿勢を養う
PDCAを徹底した結果、グループ演習は回を重ねる度に
精度が上がっていき、各自オンラインツールなどを工夫して
演習をスムーズに進めていくようになりました。

●バーチャルチームでのコミュニケーションスキル向上
バーチャルチームならではのメッセージのやり取りや、
リーダーシップの発揮方法など集合研修では得ることが
できなかったスキルも修得できました。

研修内容

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。

●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、
トレノケートのVR動画で学習しました。

成果
●配属後、即実践
ビジネスマナー、客先訪問、リーダーシップ、提案書・議事録
の作成、提案プレゼンテーションなどを、実務に近い演習を
経験しているため、配属後すぐに実践できました。

●きめ細かな個人評価報告書
各新入社員を細かく評価した報告書で、人事担当者1人が
見ていても気づかない、新入社員の傾向なども確認でき、
配属を決める際の参考資料の一つとしても役立ちました。上記は2019年実施例です。

研修内容

段階

基礎編

応用編

実務編

研修期間

インフラ
20日

開発
24日

総合演習
7日

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。

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。

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。

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。

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
新型コロナウィルス感染症対策として入社式から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
することになりました。入社式の様子は、NHKのニュースで取り上げられました。

株式会社電通国際情報サービス

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
2012年から８年間、新入社員研修を提供しています。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
ション研修です。

コース名 期間 概要

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。

総合提案演習 4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。

コース名 期間 概要

ビジネスマナー・ビジ
ネス基本行動実践 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。

応用編(総合演習)の範囲
下図のように、Javaアプリケーション構築とITインフラの構築を行います。

スキーマ定義アプリケーション構築（画面イメージ）

演習範囲

Webサーバ
アプリケーションサーバ DBサーバWebクライアント

サーバ構築アプリケーションデプロイ
OSインストールサーバ設定

サーバ構築
OSインストール

結果の受取レスポンス

SQL発行リクエスト
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お役立ち情報 お申し込みガイド

◆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/pi_hogo.html

＊1　法人契約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。
＊2　会場が「オンラインLive」「教室Live配信」「Liveサテライト大阪」もしくは「Liveサテライト名古屋」の日程を選択し、コースをお申し込みください。

お問い合わせ

コースお申し込み

コースお申し込み＊2

打ち合わせ・お見積り

メールで受講票、受講案内が届く

受講環境準備

研修実施

郵送で請求書が届く＊1

受講案内メール
オンライン受講案内メールのご確認

（受講日の1営業日前まで）

報告

コース受講

受講日当日
開始時間までに、お送りしたURLに

アクセスをお願いします。

コースの探し方

お申し込みの流れ

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選びください。

3 STEP

① ｢集合研修｣ または ｢eラーニング教材・バウチャ｣ を選択

③ 検索結果から コースを選択

② コースコード または キーワード を入力
簡単

定期開催コース・eラーニング・バウチャ

オンライン開催コース

一社向けサービス

How to find a course

Application procedure

会員登録すると、便利な機能が利用できます。   　　　　　     https://www.trainocate.co.jp/login.aspx

会員限定コンテンツや申込に便利な機能もマイページ会員登録

申込状況の確認・日程変更・取り消し 受講後に講師に質問：グローバルスクエア 会員限定コンテンツダウンロード

お気に入り機能 「新規日程公開」「残席わずか」お知らせ機能

手間を減らしてお得に受講TICKET

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

サイト内検索方法

最大45%割引となるお得なバウチャチケット
コード：THX0017G
価格：547,800円　
有効期間：6ヶ月間

https://www.trainocate.co.jp/ct21s
180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。

＊価格165,000円のコースを6名で
受講した場合

コース数が豊富
組み合わせ自由
最大45%割引＊

セレクト6
〈バウチャチケット〉

VOUCHER

通常価格858,000円が547,800円に。
【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

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～題＆模擬試験～

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

143,000円

36%
OFF

NFC0421G

NFC0301G

https://www.trainocate.co.jp/ti21s
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

発注・支払手続きを軽減

育成予算を予め確保できる

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〉

PREPAID

AWS認定試験バウチャ
Microsoft認定試験バウチャ

試験バウチャ
ベンダーの認定試験バウチャも販売しております。

TEST
VOUCHER

https://www.trainocate.co.jp/ve21s
ベンダーのトレーニング受講券をご利用いただけます。価格・有効期間は各ベンダーの規定に準じます。

【 重要なご注意事項 】
マイクロソフト社の決定により、SA受講券は2022年1月以降トレーニング受講券の使用ができなくなります。SA受講券を利用した
お申し込みが可能なコースは2021年12月10日までに終了するコースとさせていただきますので、お早目にお申し込みください。

Microsoft SA トレーニング受講券

Cisco Learning Credit （CLC）
ベンダー受講券VENDOR

VOUCHER

コース検索・お申し込みにはWebサイトをご利用ください。 　https://www.trainocate.co.jp/mo21s

表示価格はすべて税込みです。
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