
 

 

報道関係者各位 

プレスリリース 

 

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

 

2016 年 7 月 21 日 

Top Out Human Capital 株式会社 

 

 

 

 

 

 

IT 人材育成を目的とする研修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、 

F5 ネットワークスジャパン合同会社(本社: 東京都港区、代表執行役員社長：古舘 正清、以下 F5)との

契約締結により、F5 認定トレーニングセンターとして BIG-IP システム関連トレーニングを 2016 年秋

に提供開始します。 

 

 

 

 

 

F5 は、ロードバランサ、SSL-VPN 等のネットワーク アプライアンスを開発、製造、販売し、アプリケ

ーション デリバリー コントローラー(ADC)ソリューションを提供する企業です。F5 のソリューション

は、国内外のリーディング企業、サービスプロバイダー、公共機関の IT 分野で広く採用され、最先端の

クラウド、セキュリティ、モビリティ環境の実現に貢献しています。 

F5 は、同社のソリューションの価値を最大限に活用するためのエデュケーションサービスを展開してい

ます。F5 製品の導入から運用、高度なサポートまで対応できる技術者育成を目的に、世界各地の F5、お

よび F5 認定トレーニングセンター(ATC：Authorized Training Center)を通じて、各種トレーニングを

開催しています。同社が提供するトレーニングおよびトレーニングコンテンツは、F5 ソリューションの

機能を活用してデータセンターおよびクラウド内のアプリケーションのセキュリティ、パフォーマンス、

可用性を確保することをサポートします。 

トップアウト ヒューマンキャピタルは、現場でのコンサルタントや実装経験のあるフルスタックエンジ

ニアが中心となり、ネットワーク、ストレージ、コラボレーション、セキュリティ、仮想化分野等の資格

を保有するインストラクターによる技術トレーニングを提供しています。このたび、新たに F5 認定トレ

ーニングをラインナップに加え、F5 製品の導入、運用に関わるお客様のスキルアップをサポートしてま

いります。 

  

IT 人材育成のトップアウト ヒューマンキャピタル、F5 認定トレーニングの提供を開始 

― BIG-IP システムの基礎～管理・運用方法を習得 ― 

 

トレーニングセンター ビル内(クロスオフィス三田) 
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■ トップアウト ヒューマンキャピタルの F5 認定トレーニング 

高度なアプリケーション デリバリー ソリューションを計画、導入、管理するためのエンジニアを育成す

る、F5 認定トレーニングの提供を開始します。BIG-IP システムの設定オブジェクト、トラフィック処

理、および基本的な管理や運用について学習するトレーニングの「Administering BIG-IP v11 トレーニ

ング」を始め、初心者向けからスペシャリスト向けまでの各種トレーニングを順次提供します。F5 製品

およびソリューションの知識に加え、Cisco Systems や NetApp 等にも精通している認定インストラクタ

ーが、実務に沿う実習形式の認定トレーニングを実施します。当社主催の F5 認定トレーニングの提供開

始は、2016 年秋を予定しています。 

また、F5 主催のトレーニング全 6 種の申込受付を、2016 年 7 月から開始しています。 

■ F5 認定トレーニング「Administering BIG-IP v11 トレーニング」 

名称: Administering BIG-IP v11 トレーニング 

概要: ネットワーク管理者、ネットワーク運用者、ネットワークエンジニアの方が BIG-IP v11.x

システムの機能について理解するためのコースです。このコースを受講することにより、

BIG-IP システムの設定オブジェクト、トラフィック処理について、また管理や運用につい

て習得できます。BIG-IP 製品ファミリの基本的な機能を学習でき、他の BIG-IP トレーニ

ングを受講する際の前提知識を得られます。コースでは講義、実習、ディスカッションを

行います。 

対象者: BIG-IP システムを運用管理するネットワーク管理者、ネットワークオペレータ、エンジニ

ア 

トレーニングコース日数: 2 日間 

価格: 218,160 円(税込)  

【F5 認定トレーニングお申し込み・詳細】https://www.topout.co.jp/trainings/f5.php 

■ F5 ネットワークスジャパン合同会社様からのエンドースメント 

F5 は、トップアウト ヒューマンキャピタルが F5 認定トレーニングの提供を開始されることを、心から

歓迎いたします。 

当社では、F5 の製品およびソリューションに関する業界最高のトレーニングを提供し、認定を行なって

います。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 F5 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。また、トップアウト ヒューマンキャピタルの

各種認定資格取得者の育成経験を基に、F5 認定の普及とプロフェッショナル育成に貢献いただくことを

期待しています。 

F5 ネットワークスジャパン合同会社 

代表執行役員社長 古舘 正清  

https://www.topout.co.jp/trainings/f5.php
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■ F5 ネットワークスジャパン合同会社について 

会社名 ： F5 ネットワークスジャパン合同会社 

東京本社： 〒107-0052 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 19 階 

代表  ： 代表執行役員社長 古舘 正清 

資本金 ： 1,000 万円 

設立  ： 2000 年(平成 12 年)1 月 

URL   ： https://f5.com/jp 

■ 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＞ 

      〒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 

<取り扱いトレーニング> 

NetApp、Cisco Systems、CompTIA、EC-Council、F5 Networks、Gigamon、Red Hat、他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

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://f5.com/jp
https://www.topout.co.jp/
https://www.topout.co.jp/inquiry

