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2019年 ５月 9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、シトリッ
クス・システムズ・ジャパン株式会社の協力により、シトリックス認定ラ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。Citrix SD-WAN の最新トレーニング関連資格対応のコース
をはじめ、2019年 6月から 3 コースのトレーニングを開催し、シトリックス認定技術者の育成を目指し
ます。今後、コースラインナップを拡充していく予定です。 
 

 

 

 

 

トレーニングセンター ビルおよび同ビル内(クロスオフィス三田) 

シトリックス認定トレーニングでは、シトリックスソリューションのスムーズな導入や運用に不可欠な
スキルを習得できるサービスをご提供しております。トレーニングを通じて、シトリックス製品の相互理
解を深め、複雑化するレイヤー構成に対応できるスキルを学び、プロジェクトを成功に導くノウハウを知
ることができます。トレーニングは、豊富な知識・経験を持った「Citrix Certified Instructor」によって
実施されます。シトリックス認定資格は、認定試験に合格することで取得が可能です。最新のシトリック
ス製品知識を有することを証明します。世界で延べ 25 万人以上が取得している最先端の資格です。 
 
シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 尾羽沢 功氏は、以下のように述べて
います。 
「シトリックスは、今回の協業により、トップアウト ヒューマンキャピタルがシトリックス認定トレー
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。IT エンジニア向け教育のエキスパート集団
であるトップアウト 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シトリックス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。」 
 
 
 

人材育成のトップアウト ヒューマンキャピタル、 

シトリックス認定トレーニングの提供を開始 

― Citrix SD-WANの最新トレーニングなど 3 コースを提供 ― 
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トップアウト ヒューマンキャピタル主催 
「シトリックス認定トレーニング」コースラインナップ  
※2019 年 6月提供予定分 
・CNS230：Deploy & Manage Citrix SD-WAN - Essentials 
・CNS222：Citrix ADC 12.x Essentials and Citrix Gateway 
・CXD410：Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Assessment, Design, and Advanced Configurations 
https://www.topout.co.jp/trainings/citrix.html 
 
[各コース概要] 
■コース名  
「CNS230：Deploy & Manage Citrix SD-WAN – Essentials」 
■コース概要  
このコースでは、どの SD-WANの実装と展開モードが利用可能であるか、そして組織に適したものを選
択する方法について学習します。又、SD-WAN の基本的なアーキテクチャを考え、そして異なるコンポ
ーネント間で区別することについて学習します。SD-WANのさまざまな要素がどのように連携してより
良いネットワークエクスペリエンスを提供するかについて理解できます。トピックには、サービス品質、
サービスクラス、ルール、動的ルーティング、DHCP サービス、Zero Touch Deployment、および SD-
WAN 管理ツールが含まれます。  
■対象者 
Citrix SD-WAN を使用していて、この製品に関する経験がない ITプロフェッショナル  
■関連資格 
Citrix SD-WAN Certification （CC-SDWAN） 
■日数 
3 日間 
■開催日時 
2019年 6 月 18 日（火）- 20 日（木）9:30 – 16:30 
■価格 
204,000 円(税抜)  ※コース受講費用＋試験１回分が含まれます。 
■備考 
英語での講義となります。（日本語通訳付きです） 
■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/trainings/index.html?id=%27CX-CNS-230%27 
 
■コース名  
CNS222：Citrix ADC 12.x Essentials and Citrix Gateway 
 

https://www.topout.co.jp/trainings/citrix.html
https://www.topout.co.jp/trainings/index.html?id=%27CX-CNS-230%27
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■コース概要  
このコースでは、安全な負荷分散、高可用性、および Citrix ADC管理などの Citrix ADCコンポーネン
トを実装するために必要なスキルを学習します。また、Citrix Gateway および Unified Gateway などの
Gateway コンポーネントを実装する方法など、Citrix Gateway および Unified Gatewayの機能を構成およ
び管理する方法も学習します。コース終了時には、負荷分散、可用性、および Citrix ADC運用管理を含
むトラフィック配信と管理の要件に対処するように Citrix ADC環境を構成できるようになります。  
■対象者 
システム管理者/システムエンジニア/システムアーキテクチャ  
■関連資格 
Citrix Certified Associate – Networking （CCA-N） 
■日数 
3 日間 ※通常 5 日間のコースを 3 日間に短縮 
■開催日 
2019年 6 月 21 日（金）、24 日（月）25日（火） 
■価格 
204,000 円(税抜)  ※コース受講費用＋試験１回分が含まれます。 
■備考 
英語での講義となります。（日本語通訳付きです） 
■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/trainings/index.html?id=%27CX-CNS-222%27 
 
■コース名  
CXD410：Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Assessment, Design, and Advanced Configurations 
■コース概要  
このコースでは、便利な Citrix Virtual Apps および Desktops 仮想化ソリューションを作成するための設
計原則について説明します。 既存の環境を評価し、ビジネスプロセス要件を設計上の決定に関連付ける
ためのさまざまなシナリオを開発する方法を学習します。 又、Citrix コンサルティングのアプローチに
従い、講義、ラボ演習、および対話型のディスカッションを通じて設計上の重要な決定を行います。 さ
らに、マルチサイトソリューションと障害回復計画に関する追加の考慮事項と高度な構成についても学
習します。 
■対象者 
Citrix Virtual AppsおよびDesktops 7.x に長年の経験があり、インフラストラクチャをサポートしている

ITプロフェッショナル 
■関連資格 
Citrix Certified Expert – Virtualization（CCE-V） 
■日数 
3 日間 ※通常 5 日間のコースを 3 日間に短縮 

https://www.topout.co.jp/trainings/index.html?id=%27CX-CNS-222%27
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■開催日 
2019年 6 月 26 日（水）- 28 日（金） 
■価格 
204,000 円(税抜)  ※コース受講費用＋試験１回分が含まれます。 
■備考 
英語での講義となります。（日本語通訳付きです） 
■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/trainings/index.html?id=%27CX-CXD-410%27 
 
 
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> 
Citrix、Cisco Systems、NetApp、EC-Council、Python、Aruba、CompTIA、F5 Networks、Gigamon、RedHat、
他  

トップアウト ヒューマンキャピタルは、Citrix の他、Cisco Systems、NetApp、Aruba、Alibaba Cloud、
EC-Council (サイバーセキュリティエンジニア向け実践トレーニング)、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。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。  

https://www.topout.co.jp/trainings/index.html?id=%27CX-CXD-410%27
https://www.topout.co.jp/
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■ 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/inquiry

