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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、 
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company (NYSE: HPE、米国カリフォルニア州サンタクララ、以下
「Aruba」)との契約締結および Hewlett Packard Enterprise の日本法人である日本ヒューレット・パッカ
ード株式会社(本社: 東京都江東区、代表取締役社長執行役員：吉田 仁志)の協力により、Aruba 認定ト
レーニングセンタ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 Aruba
認定トレーニングセンターは当社のみです(2018 年 12 月 31 日現在)。2019 年 1 月から 4 コースのトレ
ーニングを開催し、多くの Aruba 認定技術者の育成を目指します。 

 

 

 

 

 

トレーニングセンター ビル内(クロスオフィス三田) 

Aruba認定トレーニングは、ネットワーク技術者向けの無線・優先ネットワーク関連および統合認証基盤
ソフトウェア(Clear Pass)に関する実践的なトレーニングです。 
本コースでは、Arubaの製品を実際に操作しながら、実践的なトレーニングを行います。販売パートナー
やユーザー企業の情報システム管理者などの技術者は、Aruba製品を使った企業内ネットワークの設計、
構築、運用、保守に必要なレベルの専門的技術を身につけることができ、Aruba の技術者認定資格取得の
ための知識を習得することが可能です。 
ACMP (Aruba Certified Mobility Professional) の取得を目指す方向けの「SWDI ( Scalable WLAN Design 
and Implementation )」をはじめ、初心者向けからプロフェッショナル向けまでの各種トレーニングを提
供いたします。今後もラインナップを順次拡大していく予定です。 

トレーニングは、豊富な知識・経験を持った「Aruba Certified Instructor」によって実施されます。トッ
プアウト ヒューマンキャピタルは、Arubaの他、Cisco Systems、NetApp、EC-Council (ホワイトハッカ
ーなどを目指すセキュリティエンジニア向け)、Python など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。

人材育成のトップアウト ヒューマンキャピタル、 

HPE Aruba認定 4コースのトレーニングの提供を開始 

― ネットワーク技術者向けに無線 LAN関連の実践トレーニングを強化 ― 
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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。 

 
■ Aruba認定トレーニングコースラインナップ 

[Aruba認定トレーニングお申し込み・コース一覧] https://www.topout.co.jp/trainings/aruba.php 
 

＜カテゴリ＞Mobility 
SWDI (Scalable WLAN Design and Implementation) 
[コースお申込・詳細] https://www.topout.co.jp/trainings/index.php?id=%27AR-SWDI%27 
IAW (Implementing Aruba WLAN) 
[コースお申込・詳細] https://www.topout.co.jp/trainings/index.php?id=%27AR-IAW%27 
 

＜カテゴリ＞Switching 
ASFM (Aruba Switching Fundamentals for Mobility) 
[コースお申込・詳細] https://www.topout.co.jp/trainings/index.php?id=%27AR-ASFM%27 

 
＜カテゴリ＞ClearPass 

CPE (ClearPass Essentials) 
[コースお申込・詳細] https://www.topout.co.jp/trainings/index.php?id=%27AR-CPE%27 

 
 
■ 各コース概要 

名称: SWDI (Scalable WLAN Design and Implementation) 
概要: 中規模〜大規模の企業ネットワークにおけるスケーラブルな Aruba OS 8.Xの機能として、

クラスタをはじめとしたマルチコントローラ環境、802.1X 認証、ファイアウォール、リモ
ート AP、VPN、QoS、メッシュ機能の設計、設定、監視、トラブルシューティングについ
て、講義とラボを交えて学習します。 

対象者: ・ACMP (Aruba Certified Mobility Professional) の取得を目指す方 
・Aruba AP(Access Point)を設計・設定・操作する方 
・Aruba OS 8.Xのモビリティマスタ及びモビリティコントローラを設計・設定・操作する
方 
・中〜大規模オフィスの無線 LAN を設計・設定・操作する方 など 

日数: 5 日間 

関連資格 ACMP (Aruba Certified Mobility Professional) 
価格: 432,000 円(税抜)  

 

https://www.topout.co.jp/trainings/index.php?id=%27AR-SWDI%27
https://www.topout.co.jp/trainings/index.php?id=%27AR-IAW%27
https://www.topout.co.jp/trainings/index.php?id=%27AR-ASFM%27
https://www.topout.co.jp/trainings/index.php?id=%27AR-CPE%27
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名称: IAW (Implementing Aruba WLAN) 

概要: 企業ネットワークにおける Aruba OS 8.X 無線 LAN の基礎的な知識と、小規模〜中規模
の企業ネットワークにおける Arubaモビリティマスタ、コントローラ、アクセスポイント
の基礎的な設計、インストール、設定、最適化、監視と簡単なトラブルシューティングを、
講義とラボを交えて学習します。 

対象者: ・ACMA (Aruba Certified Mobility Associate) の取得を目指す方 
・Aruba AP(Access Point)を設計・設定・操作する方 
・Aruba OS 8.Xのモビリティマスタ及びモビリティコントローラを設計・設定・操作する
方 
・小〜中規模オフィスの無線 LAN を設計・設定・操作する方 など 

日数: 3 日間 
関連資格 ACMA (Aruba Certified Mobility Associate) 
価格: 288,000 円(税抜)  

 

名称: ASFM (Aruba Switching Fundamentals for Mobility) 

概要: 企業ネットワークにおける Aruba ネットワークの基礎的な知識と、小規模〜中規模の企業
ネットワークにおける Aruba スイッチと無線 LAN アクセスポイントの設計、インストー
ル、設定、監視と簡単なトラブルシューティングを、ラボ演習を中心に、講義を交えて学
習します。 

対象者: ・ACSA (Aruba Certified Switching Associate) の取得を目指す方 
・Aruba スイッチを設計・設定・操作する方 
・Aruba IAP (Instant Access Point)を設計・設定・操作する方 
・小〜中規模オフィスの有線・無線 LAN を設計・設定・操作する方 など 

日数: 3 日間 

関連資格 ACSA (Aruba Certified Switching Associate) 
価格: 288,000 円(税抜)  

 
 
名称: CPE (ClearPass Essentials) 

概要: ClearPass による企業ネットワークのアクセス制御に関連する基礎的な知識と、小規模〜
中規模の企業ネットワークにおける ClearPass の基礎的な設計、インストール、設定、最
適化、監視と簡単なトラブルシューティングを、講義とラボを交えて学習します。 

対象者: ・ACCA (Aruba Certified ClearPass Associate) の取得を目指す方 
・ACCP (Aruba Certified ClearPass Professional) の取得を目指す方 
・Aruba ClearPassを設計・設定・操作する方 
・小〜中規模オフィスの統合認証基盤サーバを設計・設定・操作する方 など 

日数: 5 日間 
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関連資格 ACCA (Aruba Certified ClearPass Associate) 
ACCP (Aruba Certified ClearPass Professional) 

価格: 432,000 円(税抜)  
 
 
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company について 

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company は、全世界のあらゆる規模の企業に次世代ネットワーク・
ソリューションを提供する主要プロバイダです。モバイルに精通し、仕事やプライベートのあらゆる場面
でクラウドベースのビジネス・アプリを活用する新世代の能力を企業が最大に引き出せるよう支援する
IT ソリューションを提供しています。Aruba についての詳細は、http://www.arubanetworks.com/ja/を
ご覧ください。また、Airheads Social（http://community.arubanetworks.com）では、モビリティと Aruba
製品に関する最新の技術的討論を覧いただけます。 

 
■ Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company 様からのエンドースメント 
"Top Out is our authorized learning partner who can offer our Aruba training and courses in Japan.  
Our partnership with Top Out will help us increase the number of Aruba certified professionals in Japan”  

Chris Gaito, Sr.Director, WW Aruba Enablement. 
 
「トップアウトは、日本で Aruba のトレーニングおよびコースを提供できる、当社の認定ラーニングパ
ートナーです。トップアウトとの提携は、日本での Aruba 認定プロフェッショナルの数を増やすのに役
立ちます。」 
 
 

 
■ Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company について 
会社名 ： Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company 
本社  ： 3333 SCOTT BLVD | SANTA CLARA, CA 95054 
URL   ： https://www.arubanetworks.com/ja/worksmart/ 

 

■ 日本ヒューレット・パッカード株式会社について 
会社名 ： 日本ヒューレット・パッカード株式会社 
東京本社： 〒136-8711 東京都江東区大島赤坂 2-2-1 
代表  ： 代表取締役 社長執行役員 吉田 仁志 
資本金 ： 100 億円 
設立  ： 1999 年(平成 11 年)7 月 
URL   ： https://www.hpe.com/jp/ 

 

 

https://www.arubanetworks.com/ja/worksmart/
https://www.hpe.com/jp/
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■ 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 
 
＜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> 
Aruba、Cisco Systems、NetApp、EC-Council、Python、CompTIA、F5 Networks、Citrix、Gigamon、RedHat、
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：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

