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2020 年 4 月 23 日 

Top Out Human Capital 株式会社 
 
 
 
 
 
 
 

IT 人材育成を目的とするトレーニングおよび教育の実施などを行う、Top Out Human Capital 株式会社
(本社：東京都港区、代表取締役：船戸 大輔、以下 トップアウト ヒューマンキャピタル)は、華為(ファ
ーウェイ)技術日本株式会社(以下 ファーウェイ)の協力により、ファーウェイ認定ラーニングパートナー
としてトレーニングの提供を開始することになりました。日本国内におけるファーウェイ認定ラーニン
グパートナーはトップアウト ヒューマンキャピタルのみです(2020 年 4 月 23日現在)。 2020 年 5 月か
ら５Gトレーニングの提供を開始し、ネットワーク技術者の認定資格取得を支援いたします。今後、IP/IT
コースラインナップを拡充していく予定です。 

当社トレーニングセンターおよびビル内(クロスオフィス三田) 

ファーウェイ認定資格は、ネットワーク技術者向けに、５G、SDN (Software Defined Network)などの最
新技術を始め、WLAN (Wireless LAN）、Routing & Switchingおよびストレージなど幅広く網羅していま
す。 
資格レベルは、５G、Routing＆Switching、WLAN などのカテゴリ毎に、HCIA (Huawei Certified ICT 
Association)、HCIP (Huawei Certified ICT Professional)、HCIE (Huawei Certified ICT Expert)と 3 段階
設定されており、レベルに応じて資格取得していただくことが可能です。 
 
 
トップアウト ヒューマンキャピタル主催「Huawei認定トレーニング」コースラインナップ 
＜５G＞ 
・HCIA-５G 

＜Routing ＆ Switching＞ 
・速習 HCIA-Routing & Switching Training 
・HCIP-Routing & Switching-IEEP Training 
・HCIP-Routing & Switching-IENP Training 
・HCIP-Routing & Switching-IERS Training 

IT 人材育成のトップアウト ヒューマンキャピタル、 

ファーウェイ認定トレーニングの提供を開始 

― ５Gトレーニングなど 8コースを提供 ― 
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＜Storage＞ 
・HCIA-Storage Training 

＜Wireless LAN＞ 
・速習 HCIA-WLAN Training 
・速習 HCIP-WLAN Training 

 
# トレーニングコースは、集合研修形式のクラスルームトレーニングおよびインターネット上で行われ
るリアル配信形式のオンライントレーニング、いずれの形態でもご提供いたします。また、集合研修とオ
ンラインが融合されたハイブリッドトレーニング形式での開催も予定しております。 
 
 
お申し込み方法 
当社ウェブサイトからお申し込みください。 
https://www.topout.co.jp/huawei 

 
スタートアップキャンペーンのお知らせ 
トレーニングの提供開始に伴い、以下の内容でキャンペーンを行います。 
＜キャンペーン概要＞ 

 受講費用：各コース標準価格の 50 ％ offでご提供 
 対象期間：提供開始～2020 年 10 月 2日(金)までの開催分 
 対象コース：提供予定の 8 コース全て 
 人数：先着限定 50 名 
 適用条件：お申込時に、お申込ページから専用コード「HUAWEI202005」を入力してください。 
 
 
各コース概要 
[HCIA-５G] 
■コース概要 
このプログラムを完了すると、参加者は次のことができるようになります。 
・5Gの概念と 5G開発の動機を理解する 
・マスター5Gサービスのシナリオと機能要件 
・5Gプロトコルの標準化と現在の進捗状況を理解する 
・5G産業チェーンとエコシステムを理解する 
・マスター5Gネットワークアーキテクチャと主要なテクノロジー 
・典型的な 5G業界のアプリケーションを理解する 
■対象者 
・業界で 5G エンジニアになりたい方 
・HCIA-5G V1.0認定の取得を希望する方 

https://www.topout.co.jp/huawei
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・5Gテクノロジーの応用とビジネスの革新を理解したい方  
■関連資格：HCIA-5G 
■日数：1日間 
■価格：60,000 円(税抜)  ※受験バウチャー付：82,000 円(税抜) 
■申込：弊社ウェブサイトからお申し込みください。 

https://www.topout.co.jp/training/HU-HCIA-5G 
 
[速習 HCIA-Routing & Switching Training] 
■コース概要(一部) 
このプログラムを完了すると、参加者は次のことができるようになります。 
・IP ネットワークのサポート、保守、およびトラブルシューティングの能力について、IP ネットワーク
を介したデータ伝送の複雑さを説明する 

・適切に設計されたネットワークを確立するための IP アドレス計画を実行する 
・仮想ルーティングプラットフォーム(VRP)を介して Huawei 製品をナビゲートおよび管理する 
・スイッチング製品の管理と関連する(STP / RSTP)リンク層プロトコルの操作により、効率的なデータ
スイッチング環境を構築する 

・効果的なエンタープライズネットワークルーティングソリューションを実装およびサポートするため
のルーティングおよび構成(RIP / OSPF）ルーティングプロトコルの原理を説明する 他 

■対象者 
・データ通信技術者になりたい人 
・HCIA ルーティングとスイッチングの認証を取得したい人。 
■関連資格：HCIA-Routing & Switching 
■日数：5日間 
■価格：320,000 円(税抜)  ※受験バウチャー付：342,000 円(税抜) 
■申込：弊社ウェブサイトからお申し込みください。 

https://www.topout.co.jp/training/HU-HCIA-RS-FT 
 
[HCIP-Routing & Switching-IERS Training] 
■コース概要 
このプログラムを完了すると、参加者は次のことができるようになります。 
・OSPFルーティングプロトコルを構成する 
・IS-IS ルーティングプロトコルを構成する 
・BGP ルーティングプロトコルを構成する 
・IGMPおよび PIM-DM / SM プロトコルの原理を説明する 
・Eth-Trunk、MUXVLAN、ポート分離、RSTP、および MSTP について説明する 
・Eth-Trunk、MUXVLAN、およびポート分離を構成する 
・RSTP とMSTPを構成して、スイッチングネットワークのループを防止する 

https://www.topout.co.jp/training/HU-HCIA-5G
https://www.topout.co.jp/training/HU-HCIA-RS-FT
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■対象者 
・シニアネットワークエンジニアのシニアテクニカルタレントになることを考えている方 
■関連資格：HCIP-Routing & Switching 
■日数：5日間 
■価格：320,000 円(税抜)  ※受験バウチャー付：337,600 円(税抜) 
■申込：弊社ウェブサイトからお申し込みください。 

https://www.topout.co.jp/training/HU-HCIP-IERS 
 
[HCIP-Routing & Switching-IENP Training] 
■コース概要 
このプログラムを完了すると、参加者は次のことができるようになります。 
・MPLS および MPLSVPNを記述して構成する 
・DHCP、ミラーリング、eSight、および Agile Controller を構成する 
・IPQoS のエンドツーエンドの QoS プロセスを記述および構成する 
・情報セキュリティの基本を説明する 
・Huawei ファイアウォールの基本機能の設定 
・VRRP と BFDを構成する 
・SDN、VXLAN、NFV などの最先端技術を理解する 
■対象者 
・シニアネットワークエンジニアのシニアテクニカルタレントになることを考えている方 
■関連資格：HCIP-Routing & Switching 
■日数：5日間 
■価格：320,000 円(税抜)  ※受験バウチャー付：337,600 円(税抜) 
■申込：弊社ウェブサイトからお申し込みください。 

https://www.topout.co.jp/training/HU-HCIP-IENP 
 
[HCIP-Routing & Switching-IEEP Training] 
■コース概要 
このプログラムを完了すると、参加者は次のことができるようになります。 
・計画の設計からエンタープライズネットワークの受け入れまでの PDIOI プロセス全体を説明する 
・ネットワークの移行について理解する 
■対象者 
・シニアネットワークエンジニアのシニアテクニカルタレントになることを考えている方 
■関連資格：HCIP-Routing & Switching 
■日数：5日間 
■価格：320,000 円(税抜)  ※受験バウチャー付：337,600 円(税抜) 
 

https://www.topout.co.jp/training/HU-HCIP-IERS
https://www.topout.co.jp/training/HU-HCIP-IENP


≪--- プレスリリース配信: Top Out Human Capital  https://www.topout.co.jp/ ---≫ 

■申込：弊社ウェブサイトからお申し込みください。 
https://www.topout.co.jp/training/HU-HCIP-IEEP 

 
[HCIA-Storage Training] 
■コース概要(一部) 
このプログラムを完了すると、参加者は次のことができるようになります。 
・ストレージシステムとネットワーク、構造、コンポーネントの基本を理解する 
・RAID の概念、一般的な RAID の原則、機能、さまざまな RAID アプリケーションシナリオの基本を理
解する 

・FC-SANおよび IP-SANの主要テクノロジーの基本を確認する 
・NAS システムの基本的な概念と構造を理解する 
・テクノロジーとアプリケーションの両方のマスターマルチパステクノロジーとホスト接続の基本 他 
■対象者 
・ストレージエンジニアになりたい方 
・HCIA-Storage認定を取得したい方 
■関連資格：HCIA-Storage 
■日数：5日間 
■価格：320,000 円(税抜)  ※受験バウチャー付：342,000 円(税抜) 
■申込：弊社ウェブサイトからお申し込みください。 

https://www.topout.co.jp/training/HU-HCIA-Storage 
 
[速習 HCIA-WLAN Training] 
■コース概要(一部) 
このプログラムを完了すると、参加者は次のことができるようになります。 
・WLAN とはなにか 
・WLAN テクノロジーの開発プロセスを説明する 
・WLAN テクノロジーの一般的なアプリケーションシナリオをリストする 
・WLAN 標準化組織の機能と役割を説明する 
・RF に関連する基本的な知識を説明する 
・RF の動作原理と特定の特性をリストする 他 
■対象者 
・WLAN のネットワークアソシエイトになることを希望する人 
・HCIA-WLAN 証明書の取得を希望する方 
■関連資格：HCIA-WLAN 
■日数：3日間 
■価格：190,000 円(税抜)  ※受験バウチャー付：212,000 円(税抜) 
■申込：弊社ウェブサイトからお申し込みください。 

https://www.topout.co.jp/training/HU-HCIP-IEEP
https://www.topout.co.jp/training/HU-HCIA-Storage
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https://www.topout.co.jp/training/HU-HCIA-WLAN-FT 
 
[速習 HCIP-WLAN Training] 
■コース概要(一部) 
このプログラムを完了すると、参加者は次のことができるようになります。 
・典型的なネットワーキングアプリケーションと、大規模な WLAN の機能に精通する 
・CAPWAP トンネル確立プロセスを理解する 
・大規模な WLANの構成方法を習得する 
・基本的な WLANサービスの保守方法を理解する 
・マスターWLAN無線周波数管理 他 
■対象者 
・HCIP-WLAN 証明書の取得を希望する方 
■関連資格：HCIP-WLAN 
■日数：5日間 
■価格：320,000 円(税抜)  ※受験バウチャー付：337,600 円(税抜) 
■申込弊社ウェブサイトからお申し込みください。 

https://www.topout.co.jp/training/HU-HCIP-WLAN-FT 
 
 
ファーウェイについて 

ファーウェイ（中国語表記：華為技術、英語表記：HUAWEI）は、1987 年に中国・深センに設立された
世界有数の ICT ソリューションプロバイダーです。18 万人以上の従業員を有し、通信事業者向けネット
ワーク事業、法人向け ICT ソリューション事業、コンシューマー向け端末事業の各分野において、競争
力の高い製品やサービスを 170 か国以上で提供し、世界人口の 3 分の 1 にもおよぶ人々の ICTソリュー
ションニーズに応えています。 
 
華為技術日本株式会社様からは、以下のコメントをいただいております。 
「華為(ファーウェイ)技術日本株式会社は、Top Out Human Capital 株式会社がファーウェイ認定
ラーニングパートナーとしてトレーニングの提供を開始することを心から歓迎し、ネットワーク技
術者の認定資格取得を全面的に支援いたします。 
IT 技術教育ビジネスのエキスパート集団のトップアウトヒューマンキャピタルに高品質なトレー
ニングを提供いただくことで、当社のパートナー様およびユーザー様がファーウェイの ICT ソリュ
ーションを最大に活用し、技術習得のスピードを加速できると確信しています。」 
 
 
トップアウト ヒューマンキャピタル 会社概要 
会社名 ： Top Out Human Capital株式会社 
所在地 ： ＜本社＞ 
      〒105-0022 東京都港区海岸 1-2-3 汐留芝離宮ビルディング 21 階 
      ＜トレーニングセンター＞ 

https://www.topout.co.jp/training/HU-HCIA-WLAN-FT
https://www.topout.co.jp/training/HU-HCIP-WLAN-FT
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      〒108-0014 東京都港区芝 5-29-20 クロスオフィス三田 
代表  ： 代表取締役 船戸 大輔 
設立  ： 2014 年(平成 26年)9 月 
URL   ： https://www.topout.co.jp/ 
 
<主な事業内容> 
IT 人材育成を目的とする研修及び教育の実施、コンピュータ・ネットワーク及び情報通信全般に関するコン
サルティング 
＜主なサービス＞ 
・資格取得/スキルアップ支援サービス 
・事務局/プロモーション支援サービス 
・各種コンサルティングサービス(インフラ環境構築、認定制度策定支援など) 
 
<取り扱いトレーニング> 
Huawei、Cisco Systems、NetApp、EC-Council、CompTIA、Python、Aruba、Citrix、F5 Networks、Alibaba、
Gigamon、RedHat、他  

トップアウト ヒューマンキャピタルは、幅広いカテゴリのトレーニングを、現場でのコンサルタントや
実装経験のあるインストラクターが中心となり、豊富なラインナップで提供しています。インストラクタ
ーは、一人で複数カテゴリを担当しているため、幅広い知識・経験をもっております。そのため、コース
中における質問対応能力の高さを大変評価されており、現場で活用、実践できるスキルの習得につなげて
いただいております。 

* 文中掲載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
報道関係者向けのお問い合わせ 
トップアウト ヒューマンキャピタル マーケティング担当：松井 
電話番号(代表): 03-5403-6370 
Webサイト お問い合わせフォーム: https://www.topout.co.jp/inquiry 

 
トレーニングセンター マップ 

 

https://www.topout.co.jp/
https://www.topout.co.jp/inquiry

