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2021 年 3 月 11 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、サイバー
プロテクションのグローバルリーダーであるアクロニス・ジャパン株式会社(本社：東京都港区、代表取
締役：嘉規 邦伸、以下 アクロニス)の協力により、アクロニス #CyberFit エデュケーションパートナー
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「アクロニス #CyberFit エ
デュケーションパートナー」はトップアウト ヒューマンキャピタルのみです(2021 年 3 月 11 日現在)。 
2021年 4 月からトレーニングの提供を開始し、アクロニス認定技術者資格の取得を支援いたします。 

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) 

 
 
 
 
 

当社が提供するトレーニングは、2020 年 10 月にアクロニス社が開設した「アクロニス #CyberFit アカ
デミー」による認定プログラムとして実施されます。「Acronis Cloud Tech Foundation and Disaster 
Recovery」など、主にテクニカル分野のトレーニングを提供いたします。 
 
アクロニス #CyberFit アカデミーについて 
アクロニス #CyberFit アカデミーは、アクロニスのパートナー支援を拡大することを目的に 2020 年 10
月に開設された教育プラットフォームです。アクロニスのパートナーがサイバープロテクションのエキ
スパートとなり、顧客をそのニーズに最適なソリューションへと結びつけられるようにするため、セール
ス、テクニカル、開発者という 3 つの主要分野で 20 を超える言語によって、トレーニングと#CyberFit
認定コースが提供されています。 
組織において、基礎レベルの知識を必要とする方は、先ずはアクロニス製品の基本的な要素を理解するた
めのエントリーレベルのコースを受講できます。更に上級を目指す場合は、アソシエイトレベルのコース

IT 人材育成のトップアウト ヒューマンキャピタル、 

アクロニス #CyberFit 認定トレーニングの提供を開始 
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へと進み、アクロニス製品の営業担当者または技術担当者としてより効果的に学んでいただけます。 
 
 
「アクロニス #CyberFit 認定トレーニング」コースラインナップ 
・Acronis Cloud Tech Foundation and Disaster Recovery 
・Acronis Cloud Tech Associate Protect and Backup 
各コースにお申し込みいただくと、認定試験の受験(オンライン)も可能です。 
＃ 受験はコース開催日には含まれておりません。 
 

# トレーニングコースは、当面オンライントレーニング（インターネット上で行われるリアル配信形式）
のみの提供となります。 
今後、集合研修形式のクラスルームトレーニングおよび集合研修とオンラインが融合されたハイブリッ
ドクラス®トレーニング形式での開催も検討してまいります。 
 
 
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/acronis/ 

 
 
スタートアップキャンペーンについて 
トレーニング提供開始にあたり、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 20 ％ offでご提供 
対象期間：提供開始～2021年 10月 1日(金)までの開催分 
申込期間：2021年 3月 11日(木)以降お申し込み可能 
適用条件：お申込時に、お申込ページから専用コード「ACRONIS202104」を入力してください。 

  
キャンペーン詳細はこちら 

 https://www.topout.co.jp/information/20210311-2 
 
 
各コース概要 
「Acronis Cloud Tech Foundation and Disaster Recovery」 
■事前の必修コース：無し 
■コース概要 
Acronis Cyber Cloud のエントリー及び中級レベルのテクニカル・コースで、MSP/SP/CSP の技術担当
者向けに提供されます。Acronis Cyber Cloud サービスの基本操作、テナントとユーザーの管理方法、
Acronis Cyber Disaster Recovery Cloud サービスの計画の作成、サービスの実行方法について学んで頂け

https://www.topout.co.jp/acronis/
https://www.topout.co.jp/information/20210311-2
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ます。 
従来の Acronis Certified Engineer (ACE) Cyber Cloud の認定試験の後継に該当します。 
■日数：1日間(9:30-16:30) 
■価格：¥77,000(税込) 
■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/AC-CTFDR 
 
「Acronis Cloud Tech Associate Protect and Backup」 
■事前の必修コース：Acronis Cloud Tech Foundation and Disaster Recovery 
■コース概要 
Acronis Cyber Backup Cloud の中級レベルのテクニカル・コースで、MSP/SP/CSP の技術担当者向けに
提供されます。Acronis Cyber Backup Cloud サービスの計画の作成、バックアップの実行、リカバリー、
その他主要な操作、Acronis Cyber Protect Cloudサービスの計画の作成、サイバープロテクションと遠隔
管理の実施方法について学んで頂けます。 
従来の Acronis Certified Engineer (ACE) Cyber Cloud の認定試験の後継に該当します。 
■日数：１日間(9:30-16:30) 
■価格：55,000 円(税込) 
■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/AC-CTPB 
 
 
アクロニスについて 

アクロニスは、データ保護とサイバーセキュリティが一体となった統合型の自動サイバープロテクショ
ンにより、安全性、アクセス性、プライバシー、真正性、セキュリティ（SAPAS）に関連する現代のデジ
タル社会の課題を解決します。サービスプロバイダーと IT 専門家の要求に応える柔軟なデプロイメント
モデルと、次世代型の画期的なアンチウイルス、バックアップ、ディザスタリカバリ、エンドポイント保
護管理ソリューションによって、データ、アプリケーション、システムに対して上質のサイバープロテク
ションを提供します。受賞歴のある AI ベースのアンチマルウェアテクノロジーとブロックチェーンベー
スのデータ認証テクノロジーにより、クラウドからハイブリッド、さらにはオンプレミスまで、あらゆる
環境を予測可能かつ低いコストで保護します。 

2003 年にシンガポールで設立され、2008年にスイスで法人化されたアクロニスは、現在 18か国の 33の
拠点で 1,500 人を超える従業員を抱えています。アクロニスのソリューションは、550 万人以上のホーム
ユーザーと 50 万社以上の企業の信頼を得ており、この企業には Fortune 1000 選出企業のすべてと一流
プロスポーツチームが含まれています。アクロニスの製品は 150 か国以上の 5 万社のパートナーおよび
サービスプロバイダー経由で提供され、40以上の言語でご利用いただけます。 

 

アクロニス・ジャパン株式会社の代表取締役 嘉規 邦伸（かき くにのぶ）様からは、以下のコメントを
いただいております。 

https://www.topout.co.jp/training/AC-CTFDR
https://www.topout.co.jp/training/AC-CTPB
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「トップアウト ヒューマンキャピタルが、国内初のアクロニス #CyberFit エデュケーションパートナ
ーとして、アクロニ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、パートナーの皆さまが、アクロニスソリューションのエキスパートとなるための技
術スキルをさらに向上していただけるものと確信しています。」 
 
 
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＞ 
      〒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> 
Acronis、Cisco Systems、NetApp、EC-Council、CompTIA、Python、Aruba、Citrix、F5 Networks、Alibaba、
Huawei、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 

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

