


OutSystems トレーニング・セミナー開催予定
※先着順です。定員に達し次第、締め切りとなります。また、開催予定日は、予告なく変更することがございますので予めご了承ください。
※詳しくは弊社Webサイトをご確認ください。

OutSystems ジャンプスタート（1日無料トレーニング）

トレーニング種別・開催日 試験日 開催地 お申込締切

OutSystems 環境構築および保守運用者向け特別トレーニング
（2020年11月9-10日、16-18日） 試験なし オンライン 2020年10月19（月）

OutSystems Webアプリ開発ブートキャンプ
（2020年12月1-3日、7-8日） 2020年12月9日（水） オンライン 2020年11月2日（月）

OutSystems 上級開発者向けブートキャンプ
（2021年1月18-20日、25-26日） 2021年1月27日（水） オンライン 2020年12月7日（月）

OutSystems リアクティブアプリ開発ブートキャンプ
（2021年2月1-3日、8-9日） 2021年2月10日（水） オンライン 2021年1月12日（火）

OutSystems リアクティブアプリ開発ブートキャンプ
（2021年3月1-3日、8-9日） 2021年3月10日（水） オンライン 2021年2月1日（月）

OutSystems ブートキャンプ

開催日 開催地 お申込締切

2020年11月20日（金） 東京 2020年10月19日（月）

2020年12月4日（金） 東京 2020年11月2日（月）

2021年1月22日（金） 東京 2020年12月7日（月）

2020年2月12日（金） 東京 2021年1月12日（火）

2020年3月12日（金） 東京 2021年2月8日（月）

OutSystems 認定試験

開催日 開催地 お申込締切

2020年11月13日（金） オンライン 2020年11月11（水）

2020年11月27日（金） オンライン 2020年11月25（水）

2020年12月11日（金） オンライン 2020年12月9日（水）

2021年1月15日（金） オンライン 2021年1月13日（水）

2021年1月29日（金） オンライン 2021年1月27日（水）

2021年2月12日（金） オンライン 2021年2月10日（水）

2021年2月26日（金） オンライン 2021年2月10日（水）

2021年3月12日（金） オンライン 2021年3月10日（水）

2021年3月26日（金） オンライン 2021年3月24日（水）



OutSystems
ジャンプスタート（1日無料トレーニング）

無料でOutSystemsの世界を広範囲に体験できます
1日でOutSystemsの全体像を知ることができます。前半の製品説明でOutSystemsの概要を学び、
後半の開発体験ではWebアプリとモバイルアプリの設計と作成を体験できます。
※前半の製品説明のみに出席することも可能です。技術者でない方もぜひご参加下さい。

主催：株式会社BlueMeme

PC必要スペック
OS： Windows 7 or 8.1 or 10
CPU： 2コア以上
メモリ： 2GB以上
HDD： 空き容量10GB以上
当日使用するソフトウェア： PDF Viewer、Google Chrome
最新版
その他： ソフトウェアのインストール権限、無線インター
ネット接続が可能（弊社指定会場による開催の場合）

スマートフォン必要スペック
OS： Androidの場合はGoogle Chromeブラウザ最新版、
iOSの場合はSafariブラウザ最新版

当日使用するソフトウェア： OutSystems Now
https://now.outsystems.com/

費用
• 無料

開催予定日及び開催形式
• 弊社Webサイトにてご確認くださいませ。

http://www.bluememe.jp/seminar

コース内容
• OutSystemsの製品概要や業界での位置づけの説明
• OutSystemsを使ってエンタープライズ規模のアプリケー
ション開発を行う際の、計画、開発、変更、デプロイ、管理
の方法の学習

• OutSystemsを使ったアプリケーション開発
（Webアプリ及びモバイルアプリ）

• 講師との質疑応答

対象となる参加者
• OutSystemsが自社のエコシステムに適するか検討したい方
• OutSystemsの概要を知りたい方
• OutSystems開発を始めてみたい方

開催形式
• 本セミナーは、オンラインにて開催致します。講師がオンラ
イン会議ツールWebexを使用し、画面共有を行いながら説
明いたします。事前準備等の詳細については、お申し込み後
のご案内になります。

※ご利用となるネットワークに何らかの接続制限が行われている場合、開発体験での
演習を実施して頂けないことがございますのでご了承ください。

提供形式
• 講義ならびに使用される教材は、基本的に日本語で提供され
ます。

• 無償版の個人向け環境「Personal Environment」を使用し
ます。

• 開発体験に参加される方は、PCおよびスマートフォンをご
用意ください。

https://now.outsystems.com/
http://www.bluememe.jp/seminar


お申し込み方法
お申し込みは開催予定をご確認の上、以下の事項を記載し、ト
レーニング窓口（ training@bluememe.jp ）までメールにて
ご連絡下さい。お問い合わせにつきましても、同窓口にてお受
けいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
締め切り日、お申し込み状況など、詳しくは弊社Webサイトに
てご確認ください。
http://www.bluememe.jp/seminar

1） ご希望のお日にち
2） 貴社名
3） 受講者様の氏名、部署名、電話番号、

メールアドレス（貴社ドメインのもの）
4） aかbのどちらかを記入してください。

a（製品説明と開発体験の両方に参加する）
b（製品説明のみに参加する）

※お申し込み後の日程変更およびキャンセルは、他のお客様のご迷惑になりますので
お控え願います。場合によってはお受けできませんことご了承願います。
※お席に限りがございますため、一社につき最大3名様までのご参加とさせていただき
ます。5名から10名様程度のご参加を希望される場合は、プライベート開催（有償）
も承っております。トレーニング窓口（training@blue meme.jp）までご相談くださ
い。
※個人情報のお取り扱いにつきましては、当社のプライバシーポリシーに同意の上で
お申し込み頂きますようお願い申し上げます。
http://www.bluememe.jp/privacy_policy.html

アジェンダ
※終了時間は変更される場合があります。
※トレーニング時間は昼食1時間を含んだ時間です。

開場（09:45～）

製品説明（10:00～11:30）
• ローコード
• OutSystemsの機能
• ライブデモ
• 質疑応答

休憩（11:30～12:30）

開発体験（12:30～18:00）
• リアクティブWebアプリ構築
• モバイルアプリ構築
• 質疑応答

株式会社BlueMeme（ブルーミーム） 〒101-0054東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア10F

mailto:training@bluememe.jp
http://www.bluememe.jp/seminar


OutSystems リアクティブ
アプリ開発ブートキャンプ

OutSystemsを使用したリアクティブアプリ開発を習得するための5日間
5日間のハンズオンを含むトレーニングを通じて、リアクティブアプリ開発の基本と、レスポンシブWebおよび
モバイルアプリケーションの構築にそれらをどのように適用できるかを学ぶことができます。
認定資格「Associate Reactive Developer」の取得も可能!
※このブートキャンプは、OutSystemsの「Reactive Developer Boot Camp」と同等です。

※ブートキャンプの内容は、予告なく変更する場合があります。

主催：株式会社BlueMeme

PC必要スペック
OS： Windows 7 or 8.1 or 10
CPU： 2コア以上
メモリ： 2GB以上
HDD： 空き容量10GB以上
モニタ： 1366×768以上
LAN： 無線/有線
当日使用するソフトウェア： PDF Viewer、Excel Viewer、
Google Chrome最新版
その他： ソフトウェアのインストール権限、無線インター
ネット接続が可能（弊社指定会場による開催の場合）
【推奨スペック】
上記の必要スペックに加え、
メモリ： 4G以上
モニタ： デュアルディスプレイ、各1920×1080以上
ソフトウェア： MS Office Excel 2010以上

スマートフォン必要スペック
OS： Androidの場合はGoogle Chromeブラウザ最新版、
iOSの場合はSafariブラウザ最新版

認定試験
• ブートキャンプの全アジェンダ終了後、弊社指定会場にて、
別日に実施します。

• 試験時間は2時間です。
• 試験問題は日本語で提供されます。全選択式です。
• 認定試験の詳細については以下のリンクをご参照ください。

https://www.outsystems.com/learn/certifications/

費用
• 30万円（税別）／ 1名 ※認定試験含む

開催予定日及び開催形式
• 弊社Webサイトにてご確認くださいませ。

http://www.bluememe.jp/ostraining

コース内容
• OutSystemsの使用方法
• 講師との質疑応答
• OutSystems Associate Reactive Developer 認定試験

対象となる参加者
• OutSystemsを初めて利用する開発者、またはプラット
フォームの経験が浅く、OutSystemsを利用したリアクティ
ブアプリケーション開発について学びたい方

• アーキテクトやプロジェクトマネージャーとして、
OutSystemsがどのようにしてリアクティブアプリケーショ
ンを提供するかを理解する必要がある方

• このコースの参加者は、リレーショナルデータベースと基本
的なプログラミングの概念についてある程度の知識を持って
いる必要があります（どの言語にも限定されません）

開催形式
• 本トレーニングは、オンラインにて開催致します。講師がオ
ンライン会議ツールWebexを使用し、画面共有を行いなが
ら説明致します。事前準備等の詳細については、お申し込み
後のご案内になります。

※ご利用となるネットワークに何らかの接続制限が行われている場合、本トレーニン
グの一部もしくは全部に参加していただけないことがございますのでご了承下さい。
※本トレーニングに含まれる認定試験は、弊社指定会場にて開催致します。

提供形式
• 講義ならびに使用される教材は、基本的に日本語で提供され
ます。

• 講師は、認定資格を有するBlueMemeのインストラクターが
つとめます。

• 参加される方は、PC、スマートフォンをご用意下さい。



アジェンダ
※開始および終了時間は、お申し込み後にお送りするご案内メールをご確認ください。
※トレーニング時間は昼食1時間を含んだ時間です。

 1日目
トレーニング（8.5時間）
• コースの概要
• OutSystemsアプリケーションの概要
• ロジックアクション
• データモデリング
• データベースエンティティ
• 静的エンティティ
• UI開発
• Aggregateの基本
• 画面でのデータ表示
• フォームの作成

 2日目
トレーニング（8.5時間）
• データリレーションのモデリング
• データリレーションの作成
• 高度なAggregate
• ロジックフロー
• フォームの検証
• アプリのデバッグ
• ロールベースのセキュリティ
• 例外
• ブロック
• ブロックイベント

 3日目
トレーニング（8.5時間）
• クライアント変数とサイトプロパティ
• 画面のイベント
• オンデマンドでのデータ取得
• SQLクエリ
• テーマとスタイル
• REST API
• データモデルの整合性

 4日目
トレーニング（8.5時間）
• 課題

 5日目
トレーニング（8.5時間）
• 課題
• 模擬試験

 6日目
認定試験（2時間）
• OutSystems Associate Reactive Developer 認定試験
※試験開始の15分前から入室可能です。試験開始の5分前に試験の説明をいたします。

株式会社BlueMeme（ブルーミーム） 〒101-0054東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア10F

お申し込み方法
お申し込みは、以下の必要事項を記載の上、トレーニング窓口
（ training@bluememe.jp ）までメールにてご連絡下さい。
ブートキャンプに関するご質問等につきましても、同窓口にて
お受けいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
締め切り日、お申し込み状況など、詳しくは弊社Webサイトに
てご確認ください。
http://www.bluememe.jp/ostraining

1） ご希望のトレーニング名と開催日［必須］
➡記入例： OutSystems Webアプリ開発ブートキャンプ

（2019年12月2-4日、9-10日）

2） 参加者情報［必須］
①氏名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 山田 太郎（Taro Yamada）

②会社名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 株式会社BlueMeme（BlueMeme Inc.）

③部署名
④電話番号 ※部署の電話番号で結構です
⑤メールアドレス ※貴社ドメインのもの

3） 請求書の宛先［どちらか必須］
➡記入例（請求先が法人の場合）： 株式会社BlueMeme
➡記入例（請求先が個人の場合）： 山田 太郎

4） 連絡代表者情報［任意］
①氏名 ※日本語表記のみで結構です
②電話番号 ※部署の電話番号で結構です
③メールアドレス ※貴社ドメインのもの

以下の注意事項を必ずお読みになり、同意の上でお申し込みく
ださいますようお願いいたします
※お申し込み後のキャンセルや、お申し込み内容の変更はお受けできません。ご了承
の上、お申し込みをお願いいたします。
※お支払い方法・手順について：ブートキャンプおよび認定試験は、前払いとさせて
いただいております。お申込受付後、トレーニング窓口より請書兼請求書をPDFにて
お送りいたします。請書兼請求書に記載されている振込期限までに必ずお支払いをい
ただきます様よろしくお願いいたします。お支払期限までに入金いただけない場合、
参加できなくなることがございますのでご注意願います。
※参加者様が複数いらっしゃる場合、連絡代表者様の情報を記載ください。連絡代表
者様は、受講されない方でも構いません。連絡代表者様に対し、ブートキャンプおよ
び認定試験開始前のお知らせや試験結果をご連絡いたします。連絡代表者様のご指定
がない場合には、参加者様に対し個別にご連絡いたします。
※PCの貸出（有料）について：PCはお持ち込みをお願いしておりますが、貸出も受け
付けております。／ 貸出料：10,000円 ／ 貸出を希望される方は、ブートキャンプの
お申し込み時に「PC貸出希望」の旨と「台数」を記載ください。PCのお貸出しは、弊
社指定会場にて開催の場合に限ります。オンライン開催は対象外です。PCは数に限り
がございますので先着順とさせていただきます。
※参加者が既定の人数に達しなかった場合、開催を中止させていただくことがござい
ます。
※個人情報のお取り扱いにつきましては、当社のプライバシーポリシーに同意の上で
お申し込み頂きますようお願い申し上げます。
http://www.bluememe.jp/privacy_policy.html

mailto:training@bluememe.jp
http://www.bluememe.jp/ostraining


OutSystems
Webアプリ開発ブートキャンプ

OutSystemsを使用した開発手法を習得するための5日間
5日間のハンズオンを含むトレーニングを通じて、高品質なエンタープライズWebアプリケーションの開発方法と
その利点を学ぶことができます。認定資格「Associate Traditional Web Developer」の取得も可能!
※このブートキャンプは、OutSystemsの「Developing OutSystems Web Applications Boot Camp」と同等です。
※ブートキャンプの内容は、予告なく変更する場合があります。

主催：株式会社BlueMeme

PC必要スペック
OS： Windows 7 or 8.1 or 10
CPU： 2コア以上
メモリ： 2GB以上
HDD： 空き容量10GB以上
モニタ： 1366×768以上
LAN： 無線/有線
当日使用するソフトウェア： PDF Viewer、Excel Viewer
その他： ソフトウェアのインストール権限、無線インター
ネット接続が可能（弊社指定会場による開催の場合）
【推奨スペック】
上記の必要スペックに加え、
メモリ： 4G以上
モニタ： デュアルディスプレイ、各1920×1080以上
ソフトウェア： MS Office Excel 2010以上

認定試験
• ブートキャンプの全アジェンダ終了後、弊社指定会場にて、
別日に実施します。

• 試験時間は2時間です。
• 試験問題は日本語で提供されます。全選択式です。
• 認定試験の詳細については以下のリンクをご参照ください。

https://www.outsystems.com/learn/certifications/

費用
• 30万円（税別）／ 1名 ※認定試験含む

開催予定日及び開催形式
• 弊社Webサイトにてご確認くださいませ。

http://www.bluememe.jp/ostraining

コース内容
• OutSystemsの使用方法
• 講師との質疑応答
• OutSystems Associate Traditional Web Developer
認定試験

対象となる参加者
• Webアプリケーションの開発者としてOutSystemsを学習し、
これを用いた開発の技術メンバーとなりうる方

• アーキテクトとして、OutSystemsがどのようにWebアプリ
ケーションを構築するかについて深く理解したい方

• プロジェクトマネージャーとして、OutSystemsを使用した
開発プロジェクトをリードする方

開催形式
• 本トレーニングは、オンラインにて開催致します。講師がオ
ンライン会議ツールWebexを使用し、画面共有を行いなが
ら説明致します。事前準備等の詳細については、お申し込み
後のご案内になります。

※ご利用となるネットワークに何らかの接続制限が行われている場合、本トレーニン
グの一部もしくは全部に参加していただけないことがございますのでご了承下さい。
※本トレーニングに含まれる認定試験は、弊社指定会場にて開催致します。

提供形式
• 講義ならびに使用される教材は、基本的に日本語で提供され
ます。

• 講師は、認定資格を有するBlueMemeのインストラクターが
つとめます。

• 参加される方は、PCをご用意ください。



お申し込み方法
お申し込みは、以下の必要事項を記載の上、トレーニング窓口
（ training@bluememe.jp ）までメールにてご連絡下さい。
ブートキャンプに関するご質問等につきましても、同窓口にて
お受けいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
締め切り日、お申し込み状況など、詳しくは弊社Webサイトに
てご確認ください。
http://www.bluememe.jp/ostraining

1） ご希望のトレーニング名と開催日［必須］
➡記入例： OutSystems Webアプリ開発ブートキャンプ

（2019年12月2-4日、9-10日）

2） 参加者情報［必須］
①氏名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 山田 太郎（Taro Yamada）

②会社名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 株式会社BlueMeme（BlueMeme Inc.）

③部署名
④電話番号 ※部署の電話番号で結構です
⑤メールアドレス ※貴社ドメインのもの

3） 請求書の宛先［どちらか必須］
➡記入例（請求先が法人の場合）： 株式会社BlueMeme
➡記入例（請求先が個人の場合）： 山田 太郎

4） 連絡代表者情報［任意］
①氏名 ※日本語表記のみで結構です
②電話番号 ※部署の電話番号で結構です
③メールアドレス ※貴社ドメインのもの

以下の注意事項を必ずお読みになり、同意の上でお申し込みく
ださいますようお願いいたします
※お申し込み後のキャンセルや、お申し込み内容の変更はお受けできません。ご了承
の上、お申し込みをお願いいたします。
※お支払い方法・手順について：ブートキャンプおよび認定試験は、前払いとさせて
いただいております。お申込受付後、トレーニング窓口より請書兼請求書をPDFにて
お送りいたします。請書兼請求書に記載されている振込期限までに必ずお支払いをい
ただきます様よろしくお願いいたします。お支払期限までに入金いただけない場合、
参加できなくなることがございますのでご注意願います。
※参加者様が複数いらっしゃる場合、連絡代表者様の情報を記載ください。連絡代表
者様は、受講されない方でも構いません。連絡代表者様に対し、ブートキャンプおよ
び認定試験開始前のお知らせや試験結果をご連絡いたします。連絡代表者様のご指定
がない場合には、参加者様に対し個別にご連絡いたします。
※PCの貸出（有料）について：PCはお持ち込みをお願いしておりますが、貸出も受け
付けております。／ 貸出料：10,000円 ／ 貸出を希望される方は、ブートキャンプの
お申し込み時に「PC貸出希望」の旨と「台数」を記載ください。PCのお貸出しは、弊
社指定会場にて開催の場合に限ります。オンライン開催は対象外です。PCは数に限り
がございますので先着順とさせていただきます。
※参加者が既定の人数に達しなかった場合、開催を中止させていただくことがござい
ます。
※個人情報のお取り扱いにつきましては、当社のプライバシーポリシーに同意の上で
お申し込み頂きますようお願い申し上げます。
http://www.bluememe.jp/privacy_policy.html

アジェンダ
※開始および終了時間は、お申し込み後にお送りするご案内メールをご確認ください。
※トレーニング時間は昼食1時間を含んだ時間です。

 1日目
トレーニング（8.5時間）
• コースの概要
• Web開発の概要
• Webアプリケーション
• データベースエンティティ
• OutSystemsの変数
• 基本画面の開発
• 基本的なデータクエリ Aggregate
• ウィジェット1
• データリレーションのモデリング
• 画面インタラクション

 2日目
トレーニング（8.5時間）
• 高度なデータクエリ Aggregate
• 高度なデータクエリ SQL
• ウィジェット2
• アクションと例外処理
• 入力検証
• デバッグと監視
• Ajaxインタラクション
• Webブロック

 3日目
トレーニング（8.5時間）
• ロールベースのセキュリティ
• セッションハンドリング
• Webサービス
• テーマとスタイル
• 高度なUIパターン
• UI開発の高速化

 4日目
トレーニング（8.5時間）
• ファイナルプロジェクト

 5日目
トレーニング（8.5時間）
• ファイナルプロジェクト
• 模擬試験および解説

 6日目
認定試験（2時間）
• OutSystems Associate Traditional Web Developer
認定試験

※試験開始の15分前から入室可能です。試験開始の5分前に試験の説明をいたします。

株式会社BlueMeme（ブルーミーム） 〒101-0054東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア10F

mailto:training@bluememe.jp
http://www.bluememe.jp/ostraining


OutSystems
モバイルアプリ開発ブートキャンプ
経験者コース（3日間）

OutSystemsによる開発経験者向け、新機能を学習するトレーニング
3日間のトレーニングで、OutSystemsを使用したモバイルアプリケーション開発を重点的に学びます。
認定専門分野「Mobile Developer Specialist」の取得も可能!
※このブートキャンプは、OutSystemsの「Mobile for OutSystems Developers」と同等です。
※ブートキャンプの内容は、予告なく変更する場合があります。

主催：株式会社BlueMeme

PC必要スペック
OS： Windows 7 or 8.1 or 10
CPU： 2コア以上
メモリ： 2GB以上
HDD： 空き容量10GB以上
モニタ： 1366×768以上
LAN： 無線/有線
当日使用するソフトウェア： PDF Viewer、Excel Viewer
その他： ソフトウェアのインストール権限、無線インター
ネット接続が可能（弊社指定会場による開催の場合）
【推奨スペック】
上記の必要スペックに加え、
メモリ： 4G以上
モニタ： デュアルディスプレイ、各1920×1080以上
ソフトウェア： MS Office Excel 2010以上

スマートフォン必要スペック
OS： Android 4.4以上
※現在、動作確認はAndroid版のみでのご提供となっております。

【推奨スペック】
OS： Android 5.0以上
RAM： 2GB以上
CPU： Dual-Core 1.2GHz以上

認定試験
• ブートキャンプの全アジェンダ終了後、弊社指定会場にて、
別日に実施します。

• 試験時間は1時間です。
• 試験問題は日本語で提供されます。全選択式です。
• 認定試験の詳細については以下のリンクをご参照ください。

https://www.outsystems.com/learn/certifications/

費用
• 18万円（税別）／ 1名 ※認定試験含む

開催予定日及び開催形式
• 弊社Webサイトにてご確認くださいませ。

http://www.bluememe.jp/ostraining

コース内容
• モバイルアプリケーション開発のベストプラクティス
• OutSystems 10のモバイルアプリケーション開発
• 講師との質疑応答
• OutSystems Mobile Developer Specialist 認定試験

対象となる参加者
• すでにOutSystemsを使った開発プロジェクトに携わったこ
とのある方

• モバイルアプリケーションの開発者としてOutSystemsを学
習し、これを用いた開発での技術メンバーとなりうる方

• アーキテクトとして、OutSystemsがどのようにモバイルア
プリケーションを構築するかについて深く理解したい方

• プロジェクトマネージャーとして、OutSystemsを使用した
モバイルアプリケーション開発プロジェクトをリードする方

開催形式
• 本トレーニングは、オンラインにて開催致します。講師がオ
ンライン会議ツールWebexを使用し、画面共有を行いなが
ら説明致します。事前準備等の詳細については、お申し込み
後のご案内になります。

※ご利用となるネットワークに何らかの接続制限が行われている場合、本トレーニン
グの一部もしくは全部に参加していただけないことがございますのでご了承下さい。
※本トレーニングに含まれる認定試験は、弊社指定会場にて開催致します。

提供形式
• 講義ならびに使用される教材は、基本的に日本語で提供され
ます。

• 講師は、認定資格を有するBlueMemeのインストラクターが
つとめます。

• 参加される方は、PC及びスマートフォンをご用意ください。



アジェンダ
※開始および終了時間は、お申し込み後にお送りするご案内メールをご確認ください。
※トレーニング時間は昼食1時間を含んだ時間です。

 1日目
トレーニング（8.5時間）
• OutSystems 10新機能
• モバイルデザインの考慮事項
• Silk UI概要
• モバイルテーマとテンプレート
• プログラミングモデル
• デバッグ
• モバイルセキュリティ
• モバイルウィジェット
• ネイティブアプリ生成

 2日目
トレーニング（8.5時間）
• ローカルストレージ
• オフライン
• ブロックとイベント
• モバイルパターン
• モバイルチャート
• プラグイン
• データ同期パターン

 3日目
トレーニング（8.5時間）
• データ同期
• ファイナルプロジェクト

 4日目
認定試験（2時間）
• OutSystems Mobile Developer Specialist 認定試験
※試験開始の15分前から入室可能です。試験開始の5分前に試験の説明をいたします。

株式会社BlueMeme（ブルーミーム） 〒101-0054東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア10F

お申し込み方法
お申し込みは、以下の必要事項を記載の上、トレーニング窓口
（ training@bluememe.jp ）までメールにてご連絡下さい。
ブートキャンプに関するご質問等につきましても、同窓口にて
お受けいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
締め切り日、お申し込み状況など、詳しくは弊社Webサイトに
てご確認ください。
http://www.bluememe.jp/ostraining

1） ご希望のトレーニング名と開催日［必須］
➡記入例： OutSystems Webアプリ開発ブートキャンプ

（2019年12月2-4日、9-10日）

2） 参加者情報［必須］
①氏名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 山田 太郎（Taro Yamada）

②会社名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 株式会社BlueMeme（BlueMeme Inc.）

③部署名
④電話番号 ※部署の電話番号で結構です
⑤メールアドレス ※貴社ドメインのもの

3） 請求書の宛先［どちらか必須］
➡記入例（請求先が法人の場合）： 株式会社BlueMeme
➡記入例（請求先が個人の場合）： 山田 太郎

4） 連絡代表者情報［任意］
①氏名 ※日本語表記のみで結構です
②電話番号 ※部署の電話番号で結構です
③メールアドレス ※貴社ドメインのもの

以下の注意事項を必ずお読みになり、同意の上でお申し込みく
ださいますようお願いいたします
※お申し込み後のキャンセルや、お申し込み内容の変更はお受けできません。ご了承
の上、お申し込みをお願いいたします。
※お支払い方法・手順について：ブートキャンプおよび認定試験は、前払いとさせて
いただいております。お申込受付後、トレーニング窓口より請書兼請求書をPDFにて
お送りいたします。請書兼請求書に記載されている振込期限までに必ずお支払いをい
ただきます様よろしくお願いいたします。お支払期限までに入金いただけない場合、
参加できなくなることがございますのでご注意願います。
※参加者様が複数いらっしゃる場合、連絡代表者様の情報を記載ください。連絡代表
者様は、受講されない方でも構いません。連絡代表者様に対し、ブートキャンプおよ
び認定試験開始前のお知らせや試験結果をご連絡いたします。連絡代表者様のご指定
がない場合には、参加者様に対し個別にご連絡いたします。
※PCの貸出（有料）について：PCはお持ち込みをお願いしておりますが、貸出も受け
付けております。／ 貸出料：10,000円 ／ 貸出を希望される方は、ブートキャンプの
お申し込み時に「PC貸出希望」の旨と「台数」を記載ください。PCのお貸出しは、弊
社指定会場にて開催の場合に限ります。オンライン開催は対象外です。PCは数に限り
がございますので先着順とさせていただきます。
※参加者が既定の人数に達しなかった場合、開催を中止させていただくことがござい
ます。
※個人情報のお取り扱いにつきましては、当社のプライバシーポリシーに同意の上で
お申し込み頂きますようお願い申し上げます。
http://www.bluememe.jp/privacy_policy.html

mailto:training@bluememe.jp
http://www.bluememe.jp/ostraining


OutSystems
上級開発者向けブートキャンプ

OutSystemsの開発経験を積んだ、上級開発者向けブートキャンプ
5日間のトレーニングを通して、より高度なエンタープライズアプリケーション開発のコツを学習します。
※このブートキャンプは、OutSystemsの「Advanced Developer Boot Camp」と同等です。
※ブートキャンプの内容は、予告なく変更する場合があります。

主催：株式会社BlueMeme

PC必要スペック
OS： Windows 7 or 8.1 or 10
CPU： 2コア以上
メモリ： 2GB以上
HDD： 空き容量10GB以上
モニタ： 1366×768以上
LAN： 無線/有線
当日使用するソフトウェア： 当日使用するソフトウェア：
Google Chrome、 PDF Viewer 、 Excel Viewer 、 Visual
Studio 2017※
その他： ソフトウェアのインストール権限
【推奨スペック】
上記の必要スペックに加え、
メモリ： 4G以上
モニタ： デュアルディスプレイ、各1920×1080以上
ソフトウェア： MS Office Excel 2010以上
※Edition不問

アカウント
Facebookアカウント
講義中に受信可能なメールアカウント

認定試験
• ブートキャンプの全アジェンダ終了後、弊社指定会場にて、
別日に実施します。

• OutSystems Professional Traditional Web Developer認
定試験は、「Associate Traditional Web Developer」資格
を取得している方のみ受験することができます。

※受験対象者として、同資格取得後にOutSystemsを使用したプロジェクトで6ヶ月
以上の開発経験をお持ちの方を推奨しています。認定試験の詳細については以下のリ
ンクをご参照ください。
https://www.outsystems.com/learn/certifications/

費用
• 35万円（税別）／ 1名 ※認定試験含む

開催予定日及び開催形式
• 弊社Webサイトにてご確認くださいませ。

http://www.bluememe.jp/ostraining

コース内容
• アーキテクチャ構築の応用
• 開発パターンとベストプラクティスの理解促進
• パフォーマンス及びスケーラビリティのノウハウの学習
• 最も使用頻度の高い統合シナリオの学習
• 講師との質疑応答
• OutSystems Professional Traditional Web Developer 認
定試験

対象となる参加者
• OutSystems Service Studioの基本操作ができる方
• OutSystemsのWebアプリケーション開発をより深く理解し
たい方

• アーキテクチャのベストプラクティスやパフォーマンス
チューニングの方法を習得したい方

開催形式
• 本トレーニングは、オンラインにて開催致します。講師がオ
ンライン会議ツールWebexを使用し、画面共有を行いなが
ら説明致します。事前準備等の詳細については、お申し込み
後のご案内になります。

※ご利用となるネットワークに何らかの接続制限が行われている場合、本トレーニン
グの一部もしくは全部に参加していただけないことがございますのでご了承下さい。
※本トレーニングに含まれる認定試験は、弊社指定会場にて開催致します。

提供形式
• 講義ならびに使用される教材は、基本的に日本語で提供され
ます。

• 講師は、認定資格を有するBlueMemeのインストラクターが
つとめます。

• 参加される方は、PCをご用意ください。



アジェンダ
※開始および終了時間は、お申し込み後にお送りするご案内メールをご確認ください。
※トレーニング時間は昼食1時間を含んだ時間です。

 1-2日目
トレーニング（8.5時間）
• アーキテクチャ
 アーキテクチャキャンバス
 命名規則
 アーキテクチャパターン
 検証
 アプリケーションの構築
 サービスの分離
 ドメイン駆動設計

 3日目
トレーニング（8.5時間）
• 連携
 外部のデータベースとライブラリ
 SOAP WebサービスとREST API

 4日目
トレーニング（8.5時間）
• 認証
 認証と認可
 ADロール/グループの同期
 カスタム外部認証
 フェデレーションシングルサインオン
• 非同期プロセス
 タイマーと軽量BPT
 バッチ処理

 5日目
トレーニング（8.5時間）
• ベストプラクティス

 6日目
認定試験（2時間）
• OutSystems Professional Traditional Web Developer 認
定試験

※試験開始の15分前から入室可能です。試験開始の5分前に試験の説明をいたします。

株式会社BlueMeme（ブルーミーム） 〒101-0054東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア10F

お申し込み方法
お申し込みは、以下の必要事項を記載の上、トレーニング窓口
（ training@bluememe.jp ）までメールにてご連絡下さい。
ブートキャンプに関するご質問等につきましても、同窓口にて
お受けいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
締め切り日、お申し込み状況など、詳しくは弊社Webサイトに
てご確認ください。
http://www.bluememe.jp/ostraining

1） ご希望のトレーニング名と開催日［必須］
➡記入例： OutSystems Webアプリ開発ブートキャンプ

（2019年12月2-4日、9-10日）

2） 参加者情報［必須］
①氏名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 山田 太郎（Taro Yamada）

②会社名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 株式会社BlueMeme（BlueMeme Inc.）

③部署名
④電話番号 ※部署の電話番号で結構です
⑤メールアドレス ※貴社ドメインのもの

3） 請求書の宛先［どちらか必須］
➡記入例（請求先が法人の場合）： 株式会社BlueMeme
➡記入例（請求先が個人の場合）： 山田 太郎

4） 連絡代表者情報［任意］
①氏名 ※日本語表記のみで結構です
②電話番号 ※部署の電話番号で結構です
③メールアドレス ※貴社ドメインのもの

以下の注意事項を必ずお読みになり、同意の上でお申し込みく
ださいますようお願いいたします
※お申し込み後のキャンセルや、お申し込み内容の変更はお受けできません。ご了承
の上、お申し込みをお願いいたします。
※お支払い方法・手順について：ブートキャンプおよび認定試験は、前払いとさせて
いただいております。お申込受付後、トレーニング窓口より請書兼請求書をPDFにて
お送りいたします。請書兼請求書に記載されている振込期限までに必ずお支払いをい
ただきます様よろしくお願いいたします。お支払期限までに入金いただけない場合、
参加できなくなることがございますのでご注意願います。
※参加者様が複数いらっしゃる場合、連絡代表者様の情報を記載ください。連絡代表
者様は、受講されない方でも構いません。連絡代表者様に対し、ブートキャンプおよ
び認定試験開始前のお知らせや試験結果をご連絡いたします。連絡代表者様のご指定
がない場合には、参加者様に対し個別にご連絡いたします。
※PCの貸出（有料）について：PCはお持ち込みをお願いしておりますが、貸出も受け
付けております。／ 貸出料：10,000円 ／ 貸出を希望される方は、ブートキャンプの
お申し込み時に「PC貸出希望」の旨と「台数」を記載ください。PCのお貸出しは、弊
社指定会場にて開催の場合に限ります。オンライン開催は対象外です。PCは数に限り
がございますので先着順とさせていただきます。
※参加者が既定の人数に達しなかった場合、開催を中止させていただくことがござい
ます。
※個人情報のお取り扱いにつきましては、当社のプライバシーポリシーに同意の上で
お申し込み頂きますようお願い申し上げます。
http://www.bluememe.jp/privacy_policy.html

mailto:training@bluememe.jp
http://www.bluememe.jp/ostraining


OutSystems 環境構築および
保守運用者向け特別トレーニング

OutSystemsのアーキテクチャと運用管理手法を習得する5日間
5日間のハンズオンを含むトレーニングを通じて、OutSystemsのトラブルシューティングや
インフラ構築を含む運用管理手法を学ぶことができます。
※このトレーニングは、OutSystemsの「Support Engineer Boot Camp」と同等です。
※トレーニングの内容は、予告なく変更する場合があります。
※現在、認定資格「Professional Support Engineer」は発行しておりません。

主催：株式会社BlueMeme

PC必要スペック
OS： Windows 7 or 8.1 or 10
CPU： 2コア以上
メモリ： 2GB以上
HDD： 空き容量10GB以上
モニタ： 1366×768以上
LAN： 無線/有線
当日使用するソフトウェア： PDF Viewer、Excel Viewer
その他： ソフトウェアのインストール権限、無線インター
ネット接続が可能（弊社指定会場による開催の場合）
【推奨スペック】
上記の必要スペックに加え、
メモリ： 4G以上
モニタ： デュアルディスプレイ、各1920×1080以上
ソフトウェア： MS Office Excel 2010以上

費用
• 35万円（税別）／ 1名 ※認定試験含む

開催予定日及び開催形式
• 弊社Webサイトにてご確認くださいませ。

http://www.bluememe.jp/ostraining

コース内容
• OutSystemsのアーキテクチャ
• 高度なトラブルシューティングと専門技術のモニタリング
• OutSystemsのインフラストラクチャの構築
• パフォーマンスとスケーラビリティのためのインストールの
チューニング

• 講師との質疑応答

対象となる参加者
• OutSystemsのインフラストラクチャの管理やモニタリング
を行っている、サポート、オペレーション、インフラストラ
クチャチームのメンバー

• OutSystemsの開発者で、アーキテクチャやトラブルシュー
ティングの深いスキルを身に着けたい方

• アーキテクトとして、OutSystemsの内部動作を深く理解し
たい方

開催形式
• 本トレーニングは、オンラインにて開催致します。講師がオ
ンライン会議ツールWebexを使用し、画面共有を行いなが
ら説明致します。事前準備等の詳細については、お申し込み
後のご案内になります。

※ご利用となるネットワークに何らかの接続制限が行われている場合、本トレーニン
グの一部もしくは全部に参加していただけないことがございますのでご了承下さい。

提供形式
• 講義は日本語、使用される教材は基本的に英語で提供されま
す。

• 講師は、認定資格を有するBlueMemeのインストラクターが
つとめます。

• 参加される方は、PCをご用意ください。



アジェンダ
※開始および終了時間は、お申し込み後にお送りするご案内メールをご確認ください。
※トレーニング時間は昼食1時間を含んだ時間です。

 1-2日目
トレーニング（8.5時間）
• Users & Roles
• アプリケーションのデプロイ
• アプリケーションの構成
• モニタリングとトラブルシューティング
• 高度なデプロイメントシナリオ

 3-5日目
トレーニング（8.5時間）
• OutSystemsのアーキテクチャ
• OutSystemsのライセンシング
• OutSystemsのインストールと構成
• OutSystemsの内部構造
• OutSystemsとアプリケーションのトラブルシューティング

株式会社BlueMeme（ブルーミーム） 〒101-0054東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア10F

お申し込み方法
お申し込みは、以下の必要事項を記載の上、トレーニング窓口
（ training@bluememe.jp ）までメールにてご連絡下さい。
ブートキャンプに関するご質問等につきましても、同窓口にて
お受けいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
締め切り日、お申し込み状況など、詳しくは弊社Webサイトに
てご確認ください。
http://www.bluememe.jp/ostraining

1） ご希望のトレーニング名と開催日［必須］
➡記入例： OutSystems Webアプリ開発ブートキャンプ

（2019年12月2-4日、9-10日）

2） 参加者情報［必須］
①氏名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 山田 太郎（Taro Yamada）

②会社名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 株式会社BlueMeme（BlueMeme Inc.）

③部署名
④電話番号 ※部署の電話番号で結構です
⑤メールアドレス ※貴社ドメインのもの

3） 請求書の宛先［どちらか必須］
➡記入例（請求先が法人の場合）： 株式会社BlueMeme
➡記入例（請求先が個人の場合）： 山田 太郎

4） 連絡代表者情報［任意］
①氏名 ※日本語表記のみで結構です
②電話番号 ※部署の電話番号で結構です
③メールアドレス ※貴社ドメインのもの

以下の注意事項を必ずお読みになり、同意の上でお申し込みく
ださいますようお願いいたします
※お申し込み後のキャンセルや、お申し込み内容の変更はお受けできません。ご了承
の上、お申し込みをお願いいたします。
※お支払い方法・手順について：ブートキャンプおよび認定試験は、前払いとさせて
いただいております。お申込受付後、トレーニング窓口より請書兼請求書をPDFにて
お送りいたします。請書兼請求書に記載されている振込期限までに必ずお支払いをい
ただきます様よろしくお願いいたします。お支払期限までに入金いただけない場合、
参加できなくなることがございますのでご注意願います。
※参加者様が複数いらっしゃる場合、連絡代表者様の情報を記載ください。連絡代表
者様は、受講されない方でも構いません。連絡代表者様に対し、ブートキャンプおよ
び認定試験開始前のお知らせや試験結果をご連絡いたします。連絡代表者様のご指定
がない場合には、参加者様に対し個別にご連絡いたします。
※PCの貸出（有料）について：PCはお持ち込みをお願いしておりますが、貸出も受け
付けております。／ 貸出料：10,000円 ／ 貸出を希望される方は、ブートキャンプの
お申し込み時に「PC貸出希望」の旨と「台数」を記載ください。PCのお貸出しは、弊
社指定会場にて開催の場合に限ります。オンライン開催は対象外です。PCは数に限り
がございますので先着順とさせていただきます。
※参加者が既定の人数に達しなかった場合、開催を中止させていただくことがござい
ます。
※個人情報のお取り扱いにつきましては、当社のプライバシーポリシーに同意の上で
お申し込み頂きますようお願い申し上げます。
http://www.bluememe.jp/privacy_policy.html

mailto:training@bluememe.jp
http://www.bluememe.jp/ostraining


株式会社BlueMeme（ブルーミーム） 〒101-0054東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア10F

OutSystems 
Associate Reactive Developer 
認定試験

公認資格「Associate Reactive Developer」の試験
OutSystemsを使用したリアクティブアプリ開発のプロフェッショナルであることを証明する「Associate Reactive 
Developer」を取得できます。

主催：株式会社BlueMeme

受験資格
以下のトレーニングから、いずれかの受講が必要です。
• OutSystemsリアクティブWebアプリ開発ブートキャンプ
http://www.bluememe.jp/outsystems/outsystems_support/
bootcamp-reactiveweb.html
詳細はこちら＞
• OutSystems Online Training

https://www.outsystems.com/ja-
jp/learn/paths/18/becoming-a-reactive-web-developer/
詳細はこちら＞

提供形式
• 本試験は弊社指定会場にて開催いたします。
※会場詳細は、お申し込み後のご案内になります。
• 試験時間は2時間です。
• 試験問題は日本語で提供されます。全選択式です。
• 認定試験の詳細は、こちらをご参照ください。
https://www.outsystems.com/learn/certifications

費用
• 2万7百円（税別）／1名

以下の注意事項を必ずお読みになり、同意の上でお申し込みくださいますようお願いいたします
※お申し込み後のキャンセルや、お申し込み内容の変更はお受けできません。ご了承の上、お申し込みをお願いいたします。
※お支払い方法・手順について：ブートキャンプおよび認定試験は、前払いとさせていただいております。お申込受付後、トレーニング窓口より請書兼請求書をPDFにてお送りいたし
ます。請書兼請求書に記載されている振込期限までに必ずお支払いをいただきます様よろしくお願いいたします。お支払期限までに入金いただけない場合、参加できなくなることがご
ざいますのでご注意願います。
※参加者様が複数いらっしゃる場合、連絡代表者様の情報を記載ください。連絡代表者様は、受講されない方でも構いません。連絡代表者様に対し、ブートキャンプおよび認定試験開
始前のお知らせや試験結果をご連絡いたします。連絡代表者様のご指定がない場合には、参加者様に対し個別にご連絡いたします。
※参加者が既定の人数に達しなかった場合、開催を中止させていただくことがございます。
※個人情報のお取り扱いにつきましては、当社のプライバシーポリシーに同意の上でお申し込み頂きますようお願い申し上げます。
http://www.bluememe.jp/privacy_policy.html

お申し込み方法
お申し込みは、以下の必要事項を記載の上、トレーニング窓口
（ training@bluememe.jp ）までメールにてご連絡下さい。
認定試験に関するご質問等につきましても、同窓口にてお受け
いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
締め切り日、お申し込み状況など、詳しくは弊社Webサイトに
てご確認ください。
http://www.bluememe.jp/ostraining

1） ご希望のトレーニング名と開催日［必須］
➡記入例： OutSystems Associate Traditional Web

Developer 認定試験（2019年12月10日）

2） 参加者情報［必須］
①氏名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 山田 太郎（Taro Yamada）

②会社名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 株式会社BlueMeme（BlueMeme Inc.）

③部署名
④電話番号 ※部署の電話番号で結構です
⑤メールアドレス ※貴社ドメインのもの

3） 請求書の宛先［どちらか必須］
➡記入例（請求先が法人の場合）： 株式会社BlueMeme
➡記入例（請求先が個人の場合）： 山田 太郎

4） 連絡代表者情報［任意］
①氏名 ※日本語表記のみで結構です
②電話番号 ※部署の電話番号で結構です
③メールアドレス ※貴社ドメインのもの

http://www.bluememe.jp/outsystems/outsystems_support/bootcamp-reactiveweb.html
https://www.outsystems.com/ja-jp/learn/paths/18/becoming-a-reactive-web-developer/
https://www.outsystems.com/learn/certifications
mailto:training@bluememe.jp
http://www.bluememe.jp/ostraining


株式会社BlueMeme（ブルーミーム） 〒101-0054東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア10F

OutSystems Associate 
Traditional Web Developer 
認定試験

公認資格「Associate Traditional Web Developer」の試験
OutSystemsを使用した開発のプロフェッショナルであることを証明する「Associate Traditional Web Developer」を取得
できます。

主催：株式会社BlueMeme

受験資格
以下のトレーニングから、いずれかの受講が必要です。
• OutSystems Webアプリ開発ブートキャンプ
http://www.bluememe.jp/outsystems/outsystems_support/
bootcamp-associate.html
詳細はこちら＞
• OutSystems Online Training

https://www.outsystems.com/ja-
jp/learn/courses/114/developing-web-apps-outsystems-
11/
詳細はこちら＞

提供形式
• 本試験は弊社指定会場にて開催いたします。
※会場詳細は、お申し込み後のご案内になります。
• 試験時間は2時間です。
• 試験問題は日本語で提供されます。全選択式です。
• 認定試験の詳細は、こちらをご参照ください。
https://www.outsystems.com/learn/certifications

費用
• 2万7百円（税別）／1名

以下の注意事項を必ずお読みになり、同意の上でお申し込みくださいますようお願いいたします
※お申し込み後のキャンセルや、お申し込み内容の変更はお受けできません。ご了承の上、お申し込みをお願いいたします。
※お支払い方法・手順について：ブートキャンプおよび認定試験は、前払いとさせていただいております。お申込受付後、トレーニング窓口より請書兼請求書をPDFにてお送りいたし
ます。請書兼請求書に記載されている振込期限までに必ずお支払いをいただきます様よろしくお願いいたします。お支払期限までに入金いただけない場合、参加できなくなることがご
ざいますのでご注意願います。
※参加者様が複数いらっしゃる場合、連絡代表者様の情報を記載ください。連絡代表者様は、受講されない方でも構いません。連絡代表者様に対し、ブートキャンプおよび認定試験開
始前のお知らせや試験結果をご連絡いたします。連絡代表者様のご指定がない場合には、参加者様に対し個別にご連絡いたします。
※参加者が既定の人数に達しなかった場合、開催を中止させていただくことがございます。
※個人情報のお取り扱いにつきましては、当社のプライバシーポリシーに同意の上でお申し込み頂きますようお願い申し上げます。
http://www.bluememe.jp/privacy_policy.html

お申し込み方法
お申し込みは、以下の必要事項を記載の上、トレーニング窓口
（ training@bluememe.jp ）までメールにてご連絡下さい。
認定試験に関するご質問等につきましても、同窓口にてお受け
いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
締め切り日、お申し込み状況など、詳しくは弊社Webサイトに
てご確認ください。
http://www.bluememe.jp/ostraining

1） ご希望のトレーニング名と開催日［必須］
➡記入例： OutSystems Associate Traditional Web

Developer 認定試験（2019年12月10日）

2） 参加者情報［必須］
①氏名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 山田 太郎（Taro Yamada）

②会社名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 株式会社BlueMeme（BlueMeme Inc.）

③部署名
④電話番号 ※部署の電話番号で結構です
⑤メールアドレス ※貴社ドメインのもの

3） 請求書の宛先［どちらか必須］
➡記入例（請求先が法人の場合）： 株式会社BlueMeme
➡記入例（請求先が個人の場合）： 山田 太郎

4） 連絡代表者情報［任意］
①氏名 ※日本語表記のみで結構です
②電話番号 ※部署の電話番号で結構です
③メールアドレス ※貴社ドメインのもの

http://www.bluememe.jp/outsystems/outsystems_support/bootcamp-associate.html
https://www.outsystems.com/ja-jp/learn/courses/114/developing-web-apps-outsystems-11/
https://www.outsystems.com/learn/certifications
mailto:training@bluememe.jp
http://www.bluememe.jp/ostraining


株式会社BlueMeme（ブルーミーム） 〒101-0054東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア10F

OutSystems Professional 
Traditional Web Developer 
認定試験

公認資格「Professional Traditional Web Developer」の試験
OutSystemsを使用した開発者の中でも、上級開発者であることを証明する「Professional Traditional Web Developer」を
取得できます。

主催：株式会社BlueMeme

受験資格
Associate Traditional Web Developer資格を取得しているこ
と。
※受験対象者として、同資格取得後にOutSystemsを使用したプロジェクトで
6ヶ月以上の開発経験をお持ちの方を推奨しています。

提供形式
• 本試験は弊社指定会場にて開催いたします。
※会場詳細は、お申し込み後のご案内になります。
• 試験時間は2時間です。
• 試験問題は日本語で提供されます。全選択式です。
• 認定試験の詳細は、こちらをご参照ください。
https://www.outsystems.com/learn/certifications

費用
• 3万1千円（税別）／1名

以下の注意事項を必ずお読みになり、同意の上でお申し込みくださいますようお願いいたします
※お申し込み後のキャンセルや、お申し込み内容の変更はお受けできません。ご了承の上、お申し込みをお願いいたします。
※お支払い方法・手順について：ブートキャンプおよび認定試験は、前払いとさせていただいております。お申込受付後、トレーニング窓口より請書兼請求書をPDFにてお送りいたし
ます。請書兼請求書に記載されている振込期限までに必ずお支払いをいただきます様よろしくお願いいたします。お支払期限までに入金いただけない場合、参加できなくなることがご
ざいますのでご注意願います。
※参加者様が複数いらっしゃる場合、連絡代表者様の情報を記載ください。連絡代表者様は、受講されない方でも構いません。連絡代表者様に対し、ブートキャンプおよび認定試験開
始前のお知らせや試験結果をご連絡いたします。連絡代表者様のご指定がない場合には、参加者様に対し個別にご連絡いたします。
※参加者が既定の人数に達しなかった場合、開催を中止させていただくことがございます。
※個人情報のお取り扱いにつきましては、当社のプライバシーポリシーに同意の上でお申し込み頂きますようお願い申し上げます。
http://www.bluememe.jp/privacy_policy.html

お申し込み方法
お申し込みは、以下の必要事項を記載の上、トレーニング窓口
（ training@bluememe.jp ）までメールにてご連絡下さい。
認定試験に関するご質問等につきましても、同窓口にてお受け
いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
締め切り日、お申し込み状況など、詳しくは弊社Webサイトに
てご確認ください。
http://www.bluememe.jp/ostraining

1） ご希望のトレーニング名と開催日［必須］
➡記入例： OutSystems Associate Traditional Web

Developer 認定試験（2019年12月10日）

2） 参加者情報［必須］
①氏名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 山田 太郎（Taro Yamada）

②会社名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 株式会社BlueMeme（BlueMeme Inc.）

③部署名
④電話番号 ※部署の電話番号で結構です
⑤メールアドレス ※貴社ドメインのもの

3） 請求書の宛先［どちらか必須］
➡記入例（請求先が法人の場合）： 株式会社BlueMeme
➡記入例（請求先が個人の場合）： 山田 太郎

4） 連絡代表者情報［任意］
①氏名 ※日本語表記のみで結構です
②電話番号 ※部署の電話番号で結構です
③メールアドレス ※貴社ドメインのもの

https://www.outsystems.com/learn/certifications
mailto:training@bluememe.jp
http://www.bluememe.jp/ostraining


株式会社BlueMeme（ブルーミーム） 〒101-0054東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア10F

OutSystems Expert 
Traditional Web Developer 
認定試験

公認資格「Expert Traditional Web Developer」の試験
OutSystemsを熟知した開発者であることを証明する「Expert Traditional Web Developer」を取得できます。

主催：株式会社BlueMeme

受験資格
Professional Traditional Web Developer資格を取得している
こと。
※受験対象者として、同資格取得後にOutSystemsを使用したプロジェクトで
12ヶ月以上の開発経験をお持ちの方を推奨しています。

提供形式
• 本試験は弊社指定会場にて開催いたします。
※会場詳細は、お申し込み後のご案内になります。
• 試験時間は2時間です。
• 試験問題は日本語で提供されます。全選択式です。
• 認定試験の詳細は、こちらをご参照ください。
https://www.outsystems.com/learn/certifications

費用
• 4万1千5百円（税別）／1名

以下の注意事項を必ずお読みになり、同意の上でお申し込みくださいますようお願いいたします
※お申し込み後のキャンセルや、お申し込み内容の変更はお受けできません。ご了承の上、お申し込みをお願いいたします。
※お支払い方法・手順について：ブートキャンプおよび認定試験は、前払いとさせていただいております。お申込受付後、トレーニング窓口より請書兼請求書をPDFにてお送りいたし
ます。請書兼請求書に記載されている振込期限までに必ずお支払いをいただきます様よろしくお願いいたします。お支払期限までに入金いただけない場合、参加できなくなることがご
ざいますのでご注意願います。
※参加者様が複数いらっしゃる場合、連絡代表者様の情報を記載ください。連絡代表者様は、受講されない方でも構いません。連絡代表者様に対し、ブートキャンプおよび認定試験開
始前のお知らせや試験結果をご連絡いたします。連絡代表者様のご指定がない場合には、参加者様に対し個別にご連絡いたします。
※参加者が既定の人数に達しなかった場合、開催を中止させていただくことがございます。
※個人情報のお取り扱いにつきましては、当社のプライバシーポリシーに同意の上でお申し込み頂きますようお願い申し上げます。
http://www.bluememe.jp/privacy_policy.html

お申し込み方法
お申し込みは、以下の必要事項を記載の上、トレーニング窓口
（ training@bluememe.jp ）までメールにてご連絡下さい。
認定試験に関するご質問等につきましても、同窓口にてお受け
いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
締め切り日、お申し込み状況など、詳しくは弊社Webサイトに
てご確認ください。
http://www.bluememe.jp/ostraining

1） ご希望のトレーニング名と開催日［必須］
➡記入例： OutSystems Associate Traditional Web

Developer 認定試験（2019年12月10日）

2） 参加者情報［必須］
①氏名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 山田 太郎（Taro Yamada）

②会社名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 株式会社BlueMeme（BlueMeme Inc.）

③部署名
④電話番号 ※部署の電話番号で結構です
⑤メールアドレス ※貴社ドメインのもの

3） 請求書の宛先［どちらか必須］
➡記入例（請求先が法人の場合）： 株式会社BlueMeme
➡記入例（請求先が個人の場合）： 山田 太郎

4） 連絡代表者情報［任意］
①氏名 ※日本語表記のみで結構です
②電話番号 ※部署の電話番号で結構です
③メールアドレス ※貴社ドメインのもの

https://www.outsystems.com/learn/certifications
mailto:training@bluememe.jp
http://www.bluememe.jp/ostraining


株式会社BlueMeme（ブルーミーム） 〒101-0054東京都千代田区神田錦町3-20 錦町トラッドスクエア10F

OutSystems
Associate Tech Lead 
認定試験

公認資格「Associate Tech Lead」の試験
OutSystemsを使用した開発プロジェクトの技術リーダーとしての資格を証明する「Associate Tech Lead」を取得できます。

主催：株式会社BlueMeme

受験資格
Associate Traditional Web DeveloperまたはAssociate Re
active Developer資格を取得していること。
※受験対象者として、同資格取得後にOutSystemsを使用したプロジェクトで
開発チームを率いる経験をお持ちの方を推奨しています。

提供形式
• 本試験は弊社指定会場にて開催いたします。
※会場詳細は、お申し込み後のご案内になります。
• 試験時間は2時間です。
• 試験問題は日本語で提供されます。全選択式です。
• 認定試験の詳細は、こちらをご参照ください。
https://www.outsystems.com/learn/certifications

費用
• 3万1千円（税別）／1名

以下の注意事項を必ずお読みになり、同意の上でお申し込みくださいますようお願いいたします
※お申し込み後のキャンセルや、お申し込み内容の変更はお受けできません。ご了承の上、お申し込みをお願いいたします。
※お支払い方法・手順について：ブートキャンプおよび認定試験は、前払いとさせていただいております。お申込受付後、トレーニング窓口より請書兼請求書をPDFにてお送りいたし
ます。請書兼請求書に記載されている振込期限までに必ずお支払いをいただきます様よろしくお願いいたします。お支払期限までに入金いただけない場合、参加できなくなることがご
ざいますのでご注意願います。
※参加者様が複数いらっしゃる場合、連絡代表者様の情報を記載ください。連絡代表者様は、受講されない方でも構いません。連絡代表者様に対し、ブートキャンプおよび認定試験開
始前のお知らせや試験結果をご連絡いたします。連絡代表者様のご指定がない場合には、参加者様に対し個別にご連絡いたします。
※参加者が既定の人数に達しなかった場合、開催を中止させていただくことがございます。
※個人情報のお取り扱いにつきましては、当社のプライバシーポリシーに同意の上でお申し込み頂きますようお願い申し上げます。
http://www.bluememe.jp/privacy_policy.html

お申し込み方法
お申し込みは、以下の必要事項を記載の上、トレーニング窓口
（ training@bluememe.jp ）までメールにてご連絡下さい。
認定試験に関するご質問等につきましても、同窓口にてお受け
いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
締め切り日、お申し込み状況など、詳しくは弊社Webサイトに
てご確認ください。
http://www.bluememe.jp/ostraining

1） ご希望のトレーニング名と開催日［必須］
➡記入例： OutSystems Associate Traditional Web

Developer 認定試験（2019年12月10日）

2） 参加者情報［必須］
①氏名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 山田 太郎（Taro Yamada）

②会社名 ※日本語表記と英語表記の両方必須
➡記入例： 株式会社BlueMeme（BlueMeme Inc.）

③部署名
④電話番号 ※部署の電話番号で結構です
⑤メールアドレス ※貴社ドメインのもの

3） 請求書の宛先［どちらか必須］
➡記入例（請求先が法人の場合）： 株式会社BlueMeme
➡記入例（請求先が個人の場合）： 山田 太郎

4） 連絡代表者情報［任意］
①氏名 ※日本語表記のみで結構です
②電話番号 ※部署の電話番号で結構です
③メールアドレス ※貴社ドメインのもの

https://www.outsystems.com/learn/certifications
mailto:training@bluememe.jp
http://www.bluememe.jp/ostraining
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