
 

 

 

報道関係者各位 
 

2016 年 5 月 19 日 

Top Out Human Capital 株式会社 

 

 

 

 

 

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、International Council of E-Commerce Consultants (別称: EC-Council、本部: 

米国アルバカーキ、代表者: Jay Bavisi、以下「EC-Council」)及びグローバルセキュリティエキスパート

株式会社(本社: 東京都港区海岸 1-15-1、代表取締役社長: 久慈 正一、以下「GSX」)との契約締結によ

り、EC-Council 認定テクニカルトレーニングセンターとしてトレーニング及び資格試験の提供を開始し

ます。 

EC-Council は、情報セキュリティ及び e-ビジネスの個人スキルを認定する組織で、評議会会員によっ

て運営されています。この評議会は ISO/ANSI 17024 において個人資格の認定を行う機関であることが

認証されています。また、IT セキュリティの認定評議の他に「EC-Council University」を運営し、情報

セキュリティとトレーニングと教育ソリューションのリーディング・グローバル・プロバイダでもありま

す。 

GSX 社は、脆弱性診断、サイバーセキュリティサービス、コンサルティング等の情報セキュリティサ

ービスを提供する企業です。社内組織の GSX サイバーセキュリティ研究所では、セキュリティ製品評価

やサイバー攻撃に関する情報収集及び分析、セキュリティインシデント対応要員の育成を進めています。

GSX 社は日本国内における EC-Council との独占的販売代理店契約を締結し、EC-Council 認定トレーニ

ング及び認定資格試験を日本語で 2016 年 5 月から提供しています。 

情報セキュリティ人材の不足が叫ばれる中、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向け

て、サイバーセキュリティ対策と高いスキル・実行力・判断力を持つ人材の育成は急務となっています。

トップアウト ヒューマンキャピタルは、EC-Council 及び GSX 社との連携により、EC-Council の 

Accredited Training Center (ATC)のうち Technical Training Center として、サイバーセキュリティ専門

家を自社で育成したい企業様向けの人材育成ソリューションを提供いたします。世界に数あるセキュリ

ティ人材育成プログラムの中でも EC-Council 認定カリキュラムは、極めて実践的、かつ、即戦力となる

人材を短期間に育成するトレーニング及び資格であり、既に 92 ヶ国を超える国および地域で提供され、

18 万人超の有資格者が米国国防総省や国家安全保障局をはじめとする世界の重要システムを防衛してい

ます。 

■ トップアウト ヒューマンキャピタルの EC-Council トレーニング 

EC-Council による情報セキュリティ国際認定資格試験及び公式ハンズオントレーニングの提供を開始

します。基本コースとしてホワイトハッカーを養成する「CEH (Certified Ethical Hacker)」をはじめ、上

位の目的別コースとしてコンピューターフォレンジック調査員を養成する「CHFI (Computer Hacking 

Forensic Investigator)」及びセキュアプログラマーを養成する「ECSP (EC-Council Certified Secure 

Programmer)」に続き、順次提供を予定しております。 

なお、EC-Council トレーニングは GSX 社とのパートナーシップにより提供されます。当社主催での

トレーニングの提供開始は 2016 年夏を予定しています。 

EC-Council 認定テクニカルトレーニングセンターとしてトレーニング及び資格試験の提供を開始 

～GSX 社とのパートナーシップにより、サイバーセキュリティ専門家を育成～ 



■ 認定資格及び公式ハンズオン CEH (Certified Ethical Hacker)について 

名称: CEH (Certified Ethical Hacker) 

概要: 最新のセキュリティ脅威、高度の攻撃ベクトルと、最新のハッキングの技術、手法、ツー

ル、巧みな技、情報セキュリティ対策のリアルタイムでの実演/実用に重点を置いている、

エシカル・ハッキング/情報システム・セキュリティ監査の統合型プログラムです。ANSI

の個人を対象とした認証プログラムで資格を取得できます。 

本プログラムは、ハンズオンコース、ラボ、認定資格試験で構成されており、試験はハン

ズオンコースの受講期間とは別に設定されています(コース開始から 1 年以内に受験が必

要)。 

対象者: 情報セキュリティの責任者/監査人/専門家 

サイト管理者 

ネットワーク・インフラの完全性に不安を抱くあらゆるユーザ 

ハンズオンコース日数: 5 日間 

価格: 537,840 円(税込) 

ハンズオンコース座学、iLabs の ID (半年間有効)、認定資格試験バウチャを含みます。 

【お申し込み・詳細】https://www.topout.co.jp/trainings/ec-council.php 

■ EC-Council 様からのエンドースメント 

“We are pleased to collaborate with Top Out Human Capital Inc. as our ATC in Tokyo and are confident 

that they will leverage their infrastructure and quality instructors to effect some of our best training 

professionals in Tokyo.” 

(抄訳)「EC-Council は、東京における我々の認定トレーニングセンターである Top Out Human Capital

株式会社との協業を大変嬉しく思います。彼らのインフラストラクチャと質の高いインストラクター陣

により、東京において EC-Council の専門的で高品質なトレーニングが提供されると確信しています。」 

Sean Lim 

Chief Operating Officer 

EC-Council 

■ グローバルセキュリティエキスパート株式会社様からのエンドースメント 

グローバルセキュリティエキスパート株式会社は、Top Out Human Capital 株式会社の EC-Council の

提供する Accredited Training Center (ATC)パートナーシップ契約、CEH(認定ホワイトハッカー)を初め

とする認定コースウエアの販売開始を歓迎いたします。 

当社は EC-Council の総代理店として、この EC-Council の認定コースウェアの提供を通して日本で不足

しているセキュリティエンジニアの人材育成、セキュリティ教育の普及認定に貢献いたします。 

Top Out Human Capital 株式会社様は各種教育ビジネスのエキスパート集団であり、高いエンジニア向

け教育を提供されています。彼らのこれまでの各種ネットワーク、セキュリティ教育プログラムと共に本

認定教育普及に大きく貢献できる企業と確信しております。 

グローバルセキュリティエキスパート株式会社 

代表取締役社長 久慈 正一  

https://www.topout.co.jp/trainings/ec-council.php


■ 報道関係お問い合わせ 

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 

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 

< EC-Council について> 

正式名称: International Council of E-Commerce Consultants 

本部所在地: 米国アルバカーキ 

代表者: Jay Bavisi 

設立: 2003 年 

主な事業: EC-Council(電子商取引コンサルタント国際評議会)は、情報セキュリティ及び e-ビジネスの個人ス

キルを認定する組織で、評議会会員によって運営されています。この評議会は ISO/ANSI 17024 において個人

資格の認定を行う機関であることが認証されています。世界的に認知度の高い資格として認定ホワイトハッカ

ー(CEH)、コンピューターフォレンジック調査員(CHFI)があり、世界 500 以上のトレーンングパートナーを

通じて 92 カ国以上で提供されています。また、IT セキュリティの認定評議だけでなく、EC-Council University

も運営しています。 

< GSX 社について> 

会社名: グローバルセキュリティエキスパート株式会社 

本社: 〒105-0022 東京都港区海岸 1-15-1 スズエベイディアムビル 4F 

代表者: 代表取締役社長 久慈 正一 

資本金: 2 億 7,000 万円 

設立: 2000 年 4 月 

コーポレートサイト URL: http://www.gsx.co.jp/ 

EC-Council セキュリティエンジニア養成講座 URL: http://www.gsx.co.jp/academy/academy.html 

事業内容: 情報セキュリティポリシーの国際標準基準となった英国規格協会(BSI)の BS7799(現 ISO27000)を

日本に初めて紹介し、脆弱性診断、サイバーセキュリティサービス、コンサルティングの大きく 3 つの情報セ

キュリティサービスを提供しています。 

<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 

本社所在地: 東京都港区海岸 1-2-3 汐留芝離宮ビルディング 21 階 

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 

トレーニングセンター所在地: 東京都港区芝 5-29-20 クロスオフィス三田 

取り扱いトレーニング: NetApp、Cisco Systems、CompTIA、EC-Council、RedHat、Gigamon、他 

・トップアウト  ヒューマンキャピタルのセキュリティトレーニング 

既に、Cisco Systems 社の認定ラーニングパートナーとして、CCNA Security に対応の「IINS (Implementing 

Cisco IOS Network Security)」、CCNP Security に対応の「SISAS (Implementing Cisco Secure Access Solutions)」

https://www.topout.co.jp/inquiry
http://www.gsx.co.jp/
http://www.gsx.co.jp/academy/academy.html
https://www.topout.co.jp/


「SENSS (Implementing Cisco Edge Network Security Solutions)」「SIMOS (Implementing Cisco Secure 

Mobility Solutions)」「SITCS (Implementing Cisco Threat Control Solutions)」を、また、CompTIA トレーニ

ングパートナーとして CompTIA Security+対応トレーニングを提供しています。Cisco Systems 社認定トレー

ニング 5 種においては、最新バージョンコースの日本語講義をいち早く提供し、国内で当社のみが開催可能な

トレーニングもあります。なお、Cisco Systems 社標準カリキュラムの各 5 日間コースに加えて短縮日程コー

スも提供しています。 

* 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。 


