
❶ ローコード開発による高速なアプリケーション開発を実現
❷ ユーザー中心の開発アプローチ
❸ 幅広いプラットフォームへの対応

ローコード開発ツールGeneXus の特徴

信頼を生むGeneXus の基本機能

● 生産性向上とイノベーション
システム開発のコーディングを GeneXus が自動で生成するので、企業のエンジニアは、
システム開発に重要な業務改革や要件定義に集中できます。
これにより、生産性向上やイノベーションをもたらします。

● IT コストの削減とスピードアップ
ローコード開発を実現できるGeneXus を使用することで【開発→テスト→リリース】の
サイクルスピードを大幅に短縮できます。
これにより、人件費にかかるコストを削減できます。

● レガシー化しないアプリケーション
GeneXus は常に最新のテクノロジーに追従してきました。
将来の IT 環境の変化に対応したアプリケーション生成を GeneXus が実現します。

圧倒的なGeneXus の強み

GeneXus は、高速で開発ができるだけのツールではありません。
アプリケーション開発・保守に必要なすべてにGeneXus が対応します。

開発以降の保守でも大きな強みを発揮します。GeneXus のナレッジベースに新たに発生する業務要件を追加すると、
推論機能による影響分析により、アプリケーションとデータベースの再編成が行われます。
アプリケーション開発・保守に必要なすべてにGeneXus が対応します。

マルチプラットフォーム
GeneXus はユーザーの求めるプラットフォーム（OS、AP
サーバー、DB、開発言語）に適したアプリケーションを生成・
維持します。
主要なブラウザーにももちろん対応。開発後にソフトウェ
アの入れ替えやバージョンアップがあっても、その環境用に
あわせてシステムを再生成することで、柔軟に対応で
きます。

豊富なオブジェクト機能
GeneXus はユーザーが定義・補正・変更したい内容のニー
ズにあわせて、多くのオブジェクトを取り揃えています。
操作したい内容ごとにオブジェクトを選択、使い分けて作
業をすることで、自由度が高い開発を実現します。

スマートデバイスに対応
GeneXus はスマートデバイスに対応したアプリケーション
開発環境が、標準で利用できます。
レスポンシブ Web デザインはもちろんのこと、オフライ
ンアプリの作成にも対応。
エミュレーターで動作確認しながら開発できるので、ユー
ザビリティの高いアプリを提供することができます。

高度なセキュリティ
GeneXus Access Manager と呼ばれるセキュリティモ
ジュールの実装により、アプリケーション認証に関連する
すべての処理を、一元化された単一のスキームで実現でき
ます。
サードパーティーの認証サービスとの連携も可能です。

バージョン管理
GeneXus はナレッジベース単位やオブジェクト単位でバー
ジョン管理を行うことができます。
それぞれのバージョン間の変更管理を支援する機能も搭載
されているので、煩雑な作業を省略できます。

モダナイゼーション
データベースリバースエンジニアリング機能や Web サービ
ス連携をはじめとして、現在稼働中のシステム、または外
部のシステムと連携を行う機能が搭載されています。これ
により、現行の IT 資産を放棄せずに、有効活用すること
が可能です。

GeneXusとは南米ウルグアイのGeneXus S.A. 社が開発したアプリケーション自動生成ツール (開発環境 )です。
データ項目や画面、業務ルールといった設計情報を入力すると、Java・C♯・Smart Device のソースコードを自動的に生成し、
これと同時に各種データベースソフトに対応したテーブル定義情報も自動的に作成します。

ローコード開発ツール GeneXus（ジェネクサス）研修

GeneXus Basic コース (GEX01)

■ 概　　要

■対 象 者

■学習目標

■前提条件

Web アプリケーションのプロトタイプの作成を通じて、
GeneXus の基本コンセプトの習得を目指します。
GeneXus S.A. 公式の GeneXus 16Basic のコーステキスト
に基づく GeneXus を使いこなすために必要な基礎的な
内容となります。
※本 GeneXus Basic コースは、資格試験のジュニアアナリストに対応しています。

Web アプリケーションのプロトタイプの作成を通じて、
 GeneXus の基本コンセプトの習得を目指す方
1. GeneXus におけるデータモデル作成 ( 自動正規化 )
2.トランザクションデザイン
3. 式、拡張テーブルコンセプト
4. 編集系画面の実装
5. 参照系画面の実装
6. 帳票 (PDF)、チャート・ピボットテーブル画面
7.データベースの更新
8.レスポンシブ WEB デザインの実装
9. 宣言型ルールの記述
10. ノンプログラミングによる機能の追加 ( パターン )
11. スマートデバイス開発 ( 紹介のみ )
12.チーム開発
13.ワークフロー
14. 自動テスト (GXtest 紹介 )
15. ユーザーコントロールの利用
16. GAM ( 認証認可モジュール )
データベースとプログラミングの基礎知識を有すること

内　　容
● 1日目
・GeneXusとは何か ?
・アプリケーションの作成
・現実のオブジェクトの記述
・項目属性の命名規則
・トランザクションのルール
・パターンの適用
・ベーステーブルと拡張テーブル
・サブタイプグループ
● 2日目
・式
・ルールをトリガーする順序
・現実のエンティティ間の関連
・プロシージャー
・インライン式
● 3日目
・オブジェクト間のコミュニケーション
・構造化データタイプのオブジェクト
・データプロバイダー
・データベースの更新 (ビジネスコンポーネント・プロシージャー )
・WEB パネル
・テーマオブジェクト
● 4日目
・デザインシステム
・Query オブジェクト
・拡張コントロール
・Web サービス
・AI
・チャットボット
・バージョン管理
● 5日目
・GXserver
・スマートデバイス入門
・環境
・デプロイメントツール
・GAM
・ビジネスプロセス管理
・アプリケーションのテスト
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● お問い合わせ先   フリーダイヤル： 0120−623−629  
e メール　　　 ： contact@i−learning.jp

●

検索i-learning GEX01

 コースの詳細情報、お申し込みは Web から！   https://www.i−learning.jp/service/it/information.html

本社：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町4-3 国際箱崎ビル
大阪：〒540-6111 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー11F

● アイ・ラーニングは、次代を担う人財の育成を支援します。

＜9：00～17：00＞ 土日祝日弊社休業日をのぞく

コース検索

facebook：
www.facebook.com/ilearningjp/

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

コースコード  ：GEX01
受講料 
期間 
受講時間 

 ：275,000 円 ( 税込価格 )
 ：5 日

  　　　　：9 時 30 分　～　17 時 30 分

▶裏面：GeneXus の強み、基本機能

GeneXus Basicコース

システムの内製化 働き方改革デジタルトランス
フォーメーション

その課題、GeneXus なら解決できます！

★ GeneXus S.A. 公式インストラクターによるトレーニング

ローコード開発ツール GeneXus（ジェネクサス）研修

GeneXus Basic コース (GEX01)

お申し込み https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=GEX01お申込み

https://www.i-learning.jp/products/detail.php?course_code=GEX01


❶ ローコード開発による高速なアプリケーション開発を実現
❷ ユーザー中心の開発アプローチ
❸ 幅広いプラットフォームへの対応

ローコード開発ツールGeneXus の特徴

信頼を生むGeneXus の基本機能

● 生産性向上とイノベーション
システム開発のコーディングを GeneXus が自動で生成するので、企業のエンジニアは、
システム開発に重要な業務改革や要件定義に集中できます。
これにより、生産性向上やイノベーションをもたらします。

● ITコストの削減とスピードアップ
ローコード開発を実現できるGeneXus を使用することで【開発→テスト→リリース】の
サイクルスピードを大幅に短縮できます。
これにより、人件費にかかるコストを削減できます。

● レガシー化しないアプリケーション
GeneXus は常に最新のテクノロジーに追従してきました。
将来の IT 環境の変化に対応したアプリケーション生成を GeneXus が実現します。

圧倒的なGeneXus の強み

GeneXus は、高速で開発ができるだけのツールではありません。
アプリケーション開発・保守に必要なすべてにGeneXus が対応します。

開発以降の保守でも大きな強みを発揮します。GeneXus のナレッジベースに新たに発生する業務要件を追加すると、
推論機能による影響分析により、アプリケーションとデータベースの再編成が行われます。
アプリケーション開発・保守に必要なすべてにGeneXus が対応します。

マルチプラットフォーム
GeneXus はユーザーの求めるプラットフォーム（OS、AP
サーバー、DB、開発言語）に適したアプリケーションを生成・
維持します。
主要なブラウザーにももちろん対応。開発後にソフトウェ
アの入れ替えやバージョンアップがあっても、その環境用に
あわせてシステムを再生成することで、柔軟に対応で
きます。

豊富なオブジェクト機能
GeneXus はユーザーが定義・補正・変更したい内容のニー
ズにあわせて、多くのオブジェクトを取り揃えています。
操作したい内容ごとにオブジェクトを選択、使い分けて作
業をすることで、自由度が高い開発を実現します。

スマートデバイスに対応
GeneXus はスマートデバイスに対応したアプリケーション
開発環境が、標準で利用できます。
レスポンシブ Web デザインはもちろんのこと、オフライ
ンアプリの作成にも対応。
エミュレーターで動作確認しながら開発できるので、ユー
ザビリティの高いアプリを提供することができます。

高度なセキュリティ
GeneXus Access Manager と呼ばれるセキュリティモ
ジュールの実装により、アプリケーション認証に関連する
すべての処理を、一元化された単一のスキームで実現でき
ます。
サードパーティーの認証サービスとの連携も可能です。

バージョン管理
GeneXus はナレッジベース単位やオブジェクト単位でバー
ジョン管理を行うことができます。
それぞれのバージョン間の変更管理を支援する機能も搭載
されているので、煩雑な作業を省略できます。

モダナイゼーション
データベースリバースエンジニアリング機能や Web サービ
ス連携をはじめとして、現在稼働中のシステム、または外
部のシステムと連携を行う機能が搭載されています。これ
により、現行の IT 資産を放棄せずに、有効活用すること
が可能です。

GeneXusとは南米ウルグアイのGeneXus S.A. 社が開発したアプリケーション自動生成ツール (開発環境 )です。
データ項目や画面、業務ルールといった設計情報を入力すると、Java・C♯・Smart Device のソースコードを自動的に生成し、
これと同時に各種データベースソフトに対応したテーブル定義情報も自動的に作成します。

ローコード開発ツール GeneXus（ジェネクサス）研修

GeneXus Basic コース (GEX01)

■ 概　　要

■ 対 象 者

■ 学習目標

■ 前提条件

Web アプリケーションのプロトタイプの作成を通じて、
GeneXus の基本コンセプトの習得を目指します。
GeneXus S.A. 公式の GeneXus 16Basic のコーステキスト
に基づく GeneXus を使いこなすために必要な基礎的な
内容となります。
※本 GeneXus Basic コースは、資格試験のジュニアアナリストに対応しています。

Web アプリケーションのプロトタイプの作成を通じて、
 GeneXus の基本コンセプトの習得を目指す方
1. GeneXus におけるデータモデル作成 ( 自動正規化 )
2.トランザクションデザイン
3. 式、拡張テーブルコンセプト
4. 編集系画面の実装
5. 参照系画面の実装
6. 帳票 (PDF)、チャート・ピボットテーブル画面
7.データベースの更新
8.レスポンシブ WEB デザインの実装
9. 宣言型ルールの記述
10. ノンプログラミングによる機能の追加 ( パターン )
11. スマートデバイス開発 ( 紹介のみ )
12.チーム開発
13.ワークフロー
14. 自動テスト (GXtest 紹介 )
15. ユーザーコントロールの利用
16. GAM ( 認証認可モジュール )
データベースとプログラミングの基礎知識を有すること

内　　容
● 1日目
・GeneXusとは何か ?
・アプリケーションの作成
・現実のオブジェクトの記述
・項目属性の命名規則
・トランザクションのルール
・パターンの適用
・ベーステーブルと拡張テーブル
・サブタイプグループ
● 2日目
・式
・ルールをトリガーする順序
・現実のエンティティ間の関連
・プロシージャー
・インライン式
● 3日目
・オブジェクト間のコミュニケーション
・構造化データタイプのオブジェクト
・データプロバイダー
・データベースの更新 (ビジネスコンポーネント・プロシージャー )
・WEB パネル
・テーマオブジェクト
● 4日目
・デザインシステム
・Query オブジェクト
・拡張コントロール
・Web サービス
・AI
・チャットボット
・バージョン管理
● 5日目
・GXserver
・スマートデバイス入門
・環境
・デプロイメントツール
・GAM
・ビジネスプロセス管理
・アプリケーションのテスト
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コースコード ：GEX01
受講料 ：250,000 円 ( 税別価格 )
期間 ：5日
受講時間 ：9 時 30 分　～　17 時 30 分

▶裏面：GeneXus の強み、基本機能

集合
研修

機械
実習付

オンライン
対応

GeneXus Basicコース

2020 年  9 月 9 日～15日  オンラインクラス
2020 年 10 月 5 日～  9 日　 茅場町
2020 年 12 月 7 日～11日　茅場町

システムの内製化 働き方改革デジタルトランス
フォーメーション

その課題、GeneXus なら解決できます！

★ GeneXus S.A. 公式インストラクターによるトレーニング

ローコード開発ツール GeneXus（ジェネクサス）研修

GeneXus Basic コース (GEX01)

● 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
e−e−Mae−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 検索アアイラーニング 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




