
Azure は日本におけるクラウド市場で2位 *となり今後も拡大が予想されています。
認定資格取得者数も拡大しており、ベンダー系の IT 認定としては取得者数の増加率でトップになりました。**

*21/4Q 実績。出典：Synergy Research Group
** 出典 : 日経クロステック 21/9 調査

▶コース詳細は裏面

ベンダー認定クラウド研修 ｠ 

・Microsoft Azure の実装や開発スキルを身に着けるための世界共通のトレーニング
・Miccrosoft Azure 認定資格取得に対応
・資格対応試験の受験バウチャー付
・教室での集合形式とオンライン形式でのご受講が選択できます
【オリジナル特典】 
受講から3ヶ月間オンライン学習システムの「スキルチェック」にアクセスでき、復習や模擬試験を受けられます

現場で活か
せる

スキルが身
につく

Microsoft Azure▶資格取得対応

Microsoft Azure認定研修ロードマップ

認

Microsoft Azure 認定トレーニング
Microsoft Azure世界共通のトレーニング/資格対応コースは受験バウチャー付き

Microsoft Azure 認定研修コース詳細
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● アイ・ラーニングは、次代を担う人財の育成を支援します。

本社：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町4-3   国際箱崎ビル

● お問い合わせ先    
e-Mail            ： contact@i-learning.jp　
フリーダイヤル： 0120-623-629  
＜9：00～17：00＞ 土日祝日弊社休業日を除く

i-Learning facebook：
www.facebook.com/ilearningjp/

i-Learning mail magazine：
www.i-learning.jp/form/mail.html

● コース検索 検索アイラーニング コースコード　 ※コースコードには、5桁のコースコードを入れて検索してください

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=DH728お申し込み

( 受験バウチャー付き ) Microsoft Azure 基礎 (AZ-900:Microsoft Azure Fundamentals 対応 )
コースコード  ：  DH728
受　講　料   ：  77,000 円（税込）
受  講  期  間  ：  1 日　（9:30-17:30）

( 受験バウチャー付き ) Microsoft Azure Administrator (AZ-104:Microsoft Azure Administrator 対応 )
コースコード  ：  DH750
受　講　料   ：  286,000 円（税込）
受  講  期  間  ：  4 日　（9:30-17:30）

Cloud Adoption Framework on Azure 実践トレーニング
コースコード  ：  AB001
受　講　料   ： 110,000 円（税込）
受  講  期  間  ：  1 日　（10:00-17:00）

■ 概　　要 このコースでは、クラウド サービスの基礎レベルの知識を身につけ、クラウド サー
ビスが Microsoft Azure でどのように提供されるかを学習します。このコース
は、クラウド サービスと Microsoft Azure について学習するときの最初のステッ
プとして、Microsoft Azure や Microsoft のクラウド サービスのコースに進む
前に必要に応じて受講できます。
このコースは、Microsoft 試験「試験 AZ-900:Microsoft Azure Funda-
mentals」に合格し、Microsoft 認定資格「Microsoft Certified Azure 
Fundamentals」を取得することを目指したトレーニングを実施します。
このコースは、Liveオンライン研修または集合研修で開催するコースです。

・Microsoft 認定資格「Microsoft Certified Azure   
  Fundamentals」取得を目指す方
・情報技術 (IT) 担当者で、Microsoft Azure について
  知りたい方

( 受験バウチャー付き )
Microsoft Azure Administrator
(AZ-104:Microsoft Azure
Administrator 対応 )

DH750 

Cloud Adoption Framework on
Azure 実践トレーニング

AB001

資格対応コース

Microsoft Azure Fundamentals Azure Administrator Associate

( 受験バウチャー付き )
Microsoft Azure 基礎

(AZ-900:Microsoft Azure 
Fundamentals 対応 )

DH728 

■ 対 象 者

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=DH750お申し込み

■ 概　　要 このコースでは、ITプロフェッショナルがAzure のをどのように管理するか、学
習することができます。Azureサブスクリプション、IDの保護、インフラストラ
クチャーの管理、仮想ネットワークの構成とオンプレミスサイトへの接続、ネット
ワークトラフィックの管理、ストレージソリューションの導入、Azure 仮想マシン
の作成やスケーリング、Webアプリやコンテナーの実装、データのバックアッ
プと共有、ソリューションの監視について紹介します。
このコースは、Microsoft 試験「AZ-104:Microsoft Azure Administrator」
に合格し、Microsoft 認定資格「Microsoft Certified: Azure 
Administrator Associate」を取得することを目指したトレーニングを実施しま
す。4日間の講義 /演習、およびスキルチェック問題を通して、試験合格に必要
なスキルを効率的に速習することができます。
このコースは、Liveオンライン研修または集合研修で開催するコースです。

・Microsoft 認定資格「Microsoft Certified Azure   
  Fundamentals」取得を目指す方
・情報技術 (IT) 担当者で、Microsoft Azure について
  知りたい方

■ 対 象 者

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=AB001お申し込み

■ 概　　要 当コースはCloud Adoption Framework on Azureの中でも以下の3フェー
ズを重点に、クラウド導入についての流れをワークショップを交えて、実践するト
レーニングです。
1. 戦略フェーズ : CCoE 戦略、動機の明確化、資産の評価
2. 計画フェーズ :クラウドの合理化、導入計画
3. 準備フェーズ : Azureランディングゾーンの設計
このコースは、Liveオンライン研修で開催するコースです。

・ID保護、ガバナンス、ストレージ、コンピュート、仮想
  ネットワークの導入、管理、監視を行うAzure 管理者
・Microsoft 認定資格「Microsoft Certified: Azure 
  Administrator Associate」取得を目指す方

■ 対 象 者
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