コース一覧
イルミネート・ジャパンでは製品の概要や機能解説にとどまらず、実際に現場で活用できる
実践的なスキル習得を目標とし、オリジナル コースの開発/提供を行っております。

神谷町 研修センターにて定期的に開催しています。
またすべてのコースは個別開催も承っており、個別開催では全コースオンラインでの対応も可能です。
コースID

概要

開催形式

日数

SharePoint Online サイト構築 基礎

• SharePoint Online のサイト管理やサイト構築
に必要となる知識を習得
• ブラウザー設定で行うサイト構築方法をマスター

研修センター

2日

オンライン

13:00 – 17:00

SharePoint Online サイト構築 応用

• SharePoint Online 基礎習得済みの方向け
• JSON による書式設定や Power Platform と
連携した利用、ハブの利用方法などを解説

研修センター

Power Apps による
Microsoft 365 活用

• Power Apps でのアプリ作成方法を理解
• Microsoft 365 ライセンスを用いて行えることを
中心に解説

研修センター

2日

オンライン

13:00 – 17:00

CI614-H

SharePoint & Power Apps
& Power Automate 実践ラボ

• SharePoint と連携した Power Apps や
Power Automate の活用方法
• 実践的なラボを行いながら解説する上級コース

研修センター

1日

CI616-H

Power BI によるデータ分析

• データ分析方法を基礎から習得
• Power Query でのデータ加工からメジャーまで
しっかり理解

研修センター

1日

Power Automate によるフロー作成

• 作業効率化、自動化手法を解説
• クラウド フロー、Power Automate Desktop の
両方を理解

研修センター

2日

オンライン

13:00 – 17:00

Microsoft 365 運用管理

• Microsoft 365 の運用管理の必須知識習得
• 運用時の注意点やセキュリティ/コンプライアンス
関連の基本機能を理解

研修センター

CI506-H

Microsoft 365 デバイス管理

• Microsoft 365 で行うデバイスの管理手法、
設定ポイントを理解
• 実機 (iPhone 等) を用いたデバイス管理 実習

研修センター

1日

CI525-H

Office 365 とクラウドサービスの
認証ベストプラクティス (Azure AD 編)

• Office 365 をはじめとするクラウドサービスへの
ユーザー認証の設計と実装について習得

研修センター

３日

CI532-H

Microsoft 365 クラウド IT インフラ管理

• EMS を利用し IT インフラ管理の具体的な
方法とベストプラクティスについて解説

研修センター

2日

CI533-H

Microsoft 365 E3 で実現する
セキュリティ対策ベストプラクティス

• Microsoft 365 E3 または Business Premium
を利用したセキュリティ対策を解説

研修センター

1日

CI534-H

Microsoft 365 E5 で実現する
セキュリティ対策ベストプラクティス

• Microsoft 365 E5 で実装可能なセキュリティ
機能について実現方法などを解説

研修センター

1日

Microsoft 365 を利用した
インシデント対応

• Microsoft 365 E5 を利用したセキュリティ
対策、管理方法を理解

CI632-H

SharePoint Server サイト構築 基礎

• SharePoint Server に関わる方の基礎知識
習得に

研修センター

2日

CI590-H

Windows 365 の展開と運用管理

• Windows 365 Enterprise 展開の解説
• Windows 365 の基本知識や操作感だけで
なく運用管理まで習得したい方に

研修センター

1日

CI631-H
CI631-O
CI641-H
CI641-O
CI613-H
CI613-O

CI617-H
CI617-O
CI505-H
CI505-O

CI535-H
CI535-O

コース名

オンライン

オンライン

研修センター
オンライン

1日

2日

2日

コースのご提供方法

研修センター開催

オンライン開催

⚫ 10 – 20 名様の少人数制で定期的に開催

⚫ 動画視聴とは異なるインタラクティブな進行
動画視聴とは異なり一方的に講義を見ていただくわけで
はありません。チャットや音声会話機能などを利用した質
疑応答や理解度の把握を行いながら、インタラクティブに
進行します。「チャットのほうが他の方を意識せず質問しや
すい」 というご意見も。

当社トレーニングセンター (神谷町徒歩１分) にて定期
的に開催中。コース内容に応じて、習得に適した最大
人数を設け少人数での実施を行います。

⚫ 対面ならではのきめ細かいサポート
実習時に操作に困ったとき、前提となる知識だけど少
し自信がないところを解説してほしいとき、休憩時や終
了後に１対１で質問対応をしてほしいとき、など対面
ならではのサポートが可能です。

⚫ テキストと実習環境をご用意

⚫ 移動時間、移動/宿泊にかかるコストの削減
インターネット回線と PC があればどこからでもご受講い
ただけます。遠方の方や移動時間がもったいないと感じ
る方にも参加いただきやすい開催形態です。移動や宿
泊にかかるコストも必要ありません。

⚫ 自分のペースを保ちながら実習を行いたい

最新情報を含めたボリュームのあるテキスト (解説および
実習手順、参考手順等含む) ＆ 実習を行っていただ
ける環境をご用意。集中してご受講いただけます。

実習は研修センター開催より少なめの時間に設定され
たコースを多く用意しています。(実習用手順書のダウン
ロード可) 自分のペースで好きなときに実習を行いたい
方におすすめです。

個別開催も対応可能
お客様先の会議室で、弊社 神谷町研修センター にて、またオンラインにて、1 社様占有で
のコース開催を承っております。

⚫ すべてのコースを1社様向けに実施可能
すべてのコースは、1社様向けに開催を承ります。 １社占有により、業務に直結
した Q＆A が可能であったり、 Q＆A 時間をあらかじめスケジュールに組み込むこ
ともご相談ください。
⚫ コース内容のカスタマイズが可能！
⚫ 費用的にお得な場合も！

実際にサイトやアプリ作成を行う際に発生する具体的かつ詳細な疑問点を解決するため、また最適な製品活用のため
にコンサルティング・技術サポート サービス をご用意しています。
研修ご受講後など、基本知識や操作方法を習得された方を対象とするサービスです。
ワークショップ
ご訪問させていただき、3時間～6時間の質疑応答と技術解説を実施いたします。
基本は理解したけれど、実現したい内容の設定や作成方法がわからない！ どのよ
うに実装すればいいか方法を教えてほしい！ どのように活用すればいいかアドバイ
スがほしい！ といった内容について、ご希望の内容に特化したワークショップを行い
ます。ワークショップ内での、サンプル作成/設定および実装支援も可能です。
＜過去のケース例＞
- SharePoint を利用して情報発信サイトを作成したい、サイトのデザイン カスタマイズも含めて検討したい
- 実現したいことをヒヤリングし、Office 365 のどの機能を用いるべきか機能マッピングを行ってほしい
- SharePoint、Power Apps、Power Automate を組み合わせたアプリ作成を行いたい
- チームサイトの社内活用パターンを作成し、手順書とともに社内展開を行いたい
など
※ 内容によって対応時間は異なります。まずはお気軽にお問合せください。
チケット制 QA サポート
チケット制でオンラインでの QA 対応など各種サービスをご利用いただけます。
• 研修受講やワークショップ開催後、実際の設定や構築作業で発生した
疑問点を解決
• サンプル (サンプルコード) の作成、リモートでの設定や実装作業も対応可能
• コースのご受講、ワークショップ開催にも
基本料金
ワークショップ開催

１開催 ¥ 275,000 (税抜 ¥ 250,000)

チケットのお申込

１チケット ¥ 27,500 (税抜 ¥ 25,000)、10 チケット より
•
•
•
•

チケットの有効期限は３ヵ月です。
ワークショップ開催は１開催 10 チケットにて対応いたします。
オンラインで QA 対応の場合、質問内容により消費インシデント数は異なります。
こちらでの検証作業/手順書作成/サンプルコード作成等が必要である場合には、
１つの質問で複数チケットを消費することがあります。また弊社 技術者がすぐにお答え
できる内容の場合、複数の質問で１チケットとさせていただくケースもございます。
通常、下記の流れで対応させていただいております。
１．新規質問をいただく
２．内容を確認し、必要チケット数をご提示
３．ご了承いただいてから、回答

イルミネート・ジャパンが提供するトレーニングやサービスに関するご相談など、お気軽にご連絡ください。
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Corporate Profile

高品質な人材育成と、
現場を軸にした技術提供を
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日

2006 年 4 月 24 日
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03-5777-9977 (代表)
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E-mail
沿

training@illuminate-j.jp

革
2003年7月

イルミネート・ジャパン・コーポレーションを設立
大阪での IT 教育サービス事業開始

2006年4月

株式会社 クリエ・アナブキ（JASDAQ 4336）100% 出資にて株式
会社 クリエ・イルミネートを設立
東京での IT 教育サービス事業開始

2007年9月

東京都港区虎ノ門に事業所を移転

Training

神谷町トレーニングセンターを開設
2008年5月

マイクロソフト認定ラーニング ソリューション パートナー プログラム
（CPLS）に参加

2009年6月

マイクロソフト導入パッケージ サービス プロバイダーに登録

2016年7月

設立10周年を期に株式会社 イルミネート・ジャパンに変更

Workshop

MAP

Q&A

至 六本木

桜田通り

神谷町駅
日比 谷 線 神 谷 町 駅
（虎ノ門方面３A出口）
から徒歩1分

3A出口

至 虎の門

東京メトロ日比谷線

Content Development

神谷町
研修センター

株式会社 イルミネート・ジャパン

Business Field

現場を軸にした技術・知識を提供する
「本当に必要な技術は現場のそれぞれの立場、関係性によって違うのではないか」
私たちはお客様の視点から教育の現場を考え、集合研修だけでなく、
お客様個別のご要望に対応したカスタマイズトレーニングコースなど
お客様の声に真摯に耳を傾け、進化してまいりました。
これからもお客様を取り巻く時代の流れを様々な視点から捉えるために、

ワークショップ
「課題や目的があるが、その実現方法が分からない」というお客様向けのサービスです。

● カリキュラムのないトレーニング
お客様の課題や目的を事前にお聞かせください。コン
サルタント兼講師が訪問し、
実現方法と関連技術の解説
を行います。

● 構築・開発支援
お客様環境への実装も行います。開発委託と違い、実装
方法のすべてを解説するので、お客様による改訂や修正
が可能です。

開発やコンサルティング サービスを提供するプロフェッショナルな講師陣が、
本当に役立つ技術・知識を提供し続けます。

Q&A
開発時・構築時の技術的なご質問に回答します。

ITトレーニング

● 基本サービス
「机上論ではなく経験談によるトレーニング」

実装手順の解説、開発サンプルの提供、さらには、複数
の解決方法がある場合の各方法の利点・欠点の解説
等を、オンラインで提供します。

● 複数インシデント
（複数回の問い合わせの権利）の一括利用
ご訪問による解説や、本格的な開発サンプルの提供が
可能です。

クラウド時代のトレーニング
クラウド利用企業の増大、そして新技術の台頭に伴い、IT システム環境は常に変化しています。
技術者育成においても旧来型のトレーニング方法からクラウド時代に則したトレーニングが求められます。
クラウド時代のトレーニングの提供には、最新技術の理解だけでなく現場経験を持つ講師が求められます。

最新技術と実現場を熟知した講師陣
弊社の中心事業であるトレーニングは、開発/構築/コンサルティングを兼務する講師による、
現場志向型トレーニングであることが最大の特徴です。

コンテンツ開発
ユーザーマニュアルや技術資料、サンプル プログラムの開発を行います。

● 書籍執筆も多く手掛ける講師陣が担当
豊富な経験を持つ担当者が、コンテンツ内容のご提案
から対応します。

実現場を直接サポート
案件対応中の方々への技術支援サービスや、ソースコードを解説付きで提供するコンテンツ開発サービスと
組み合わせていただくことで、さらに効果的な技術者育成・技術活用をご支援します。

● 一般開催
各種トレーニングコースを研修センターにて随時開催
しています。

● 個別開催（オンサイト）
1社様占有での実施により、トレーニングコースのカス
タマイズや、ニーズに応じた独自カリキュラムでの実施も
可能。

Office 365 と SharePoint Server のコンサルティング、
トレーニングを提供している活動が評価され、
Microsoft Collaboration and Content コンピテンシーパートナーとして認定されています。この認定は、
企業による生産性の共有、連携、向上を支援する SharePoint ソリューションを提供するパートナーに与え
られるものです。

