
（祝日を除く月曜日から金曜日）

FileMaker ビジネス・各種開発講座 開催決定！！

ご注意： 
※ 「FileMaker Master Training」へご参加の方は、別途テキストの購入が必要です。
※ 中級 /上級コースの受講料、およびパック価格には FileMaker Server ホスティング 90日間 試用を含みます。
※ セミナーの開催日程・場所・内容等は、予告なしに変更される場合がございます。

ⓒ 2016 FileMaker, Inc. All Rights Reserved. FileMaker 及びファイルメーカーは、FileMaker, Inc. の米国及びその他の国々におけ
る登録商標です。ファイルフォルダロゴは、FileMaker, Inc. の商標です。その他のすべての商標は該当する所有者の財産です。

お問い合わせ先 :
ファイルメーカー株式会社 法人営業部

FileMaker iOS 活用セミナー
既に様々なビジネスの現場で活用されている iPad & iPhone のビジネスソリューションを具体的事例とともに
ご紹介いたします。

iOS ビジネスセミナー

iPad と FileMaker による業務システム作成体験セミナー
FileMaker Pro を使用し、ビジネスにおける iPad & iPhone の実践活用に向けたソリューション開発をご体験
いただきます。

iOSハンズオンセミナー

https://sales.filemaker.co.jp/event

初級コース ( 2日間 )

参加お申し込みは下記URLよりお願いいたします。 3日（水）～4日（木）
＜東京開催＞
FMT初級コース

8月

9月

10月

3日（水） ＜福岡開催＞
iOSハンズオンセミナー
iOSビジネスセミナー

4日（木） ＜大阪開催＞
iOSハンズオンセミナー
iOSビジネスセミナー

5日（金） ＜名古屋開催＞
iOSハンズオンセミナー
iOSビジネスセミナー

10日（水） ＜東京開催＞
iOSハンズオンセミナー
iOSビジネスセミナー

全国各地
で開催 !!

◎ 開催場所・その他詳細につきましては、確定後順次イベントサイトにて
お知らせいたします。開催企画中のセミナーも決定次第追加いたします！

中級コース ( 3日間 ) 上級コース ( 2日間 )

スキルアップセミナー

スキルアップセミナー

FileMakerセミナーのご紹介

22日（月）～24日（水）
＜東京開催＞
FMT中級コース

25日（木）
＜東京開催＞
iOSハンズオンセミナー

8日（月）～9日（火）
＜東京開催＞
FMT初級コース

31日（水）～1日（木）
＜東京開催＞
FMT上級コース

7日（水）～8日（木）
＜大阪開催＞
FMT初級コース

8日（木）～9日（金）
＜東京開催＞
FMT初級コース

5日（水）～6日（木）
＜名古屋開催＞
FMT初級コース

6日（木）～7日（金）
＜東京開催＞
FMT初級コース

11日（火）～13日（木）
＜名古屋開催＞
FMT中級コース

12日（水）～14日（金）
＜東京開催＞
FMT中級コース

13日（火）～15日（木）
＜大阪・東京 同時開催＞
FMT中級コース

20日（火）～21日（水）
＜東京開催＞
FMT上級コース

28日（水）～29日（木）
＜大阪開催＞
FMT上級コース

① 27日（水） ② 28日（木）
＜大阪開催＞
iOSハンズオンセミナー

18日（木）
＜東京開催＞
アップグレードセミナー

19日（金）
＜東京開催＞
バージョンアップセミナー

12日（月）
＜大阪開催＞
バージョンアップセミナー

16日（金）
＜大阪開催＞
アップグレードセミナー

9日（火）
＜愛知開催＞
iOSハンズオンセミナー

① 12日（水） ② 13日（木）
＜岐阜開催＞
iOSハンズオンセミナー

① 19日（水） ② 20日（木）
＜三重開催＞
iOSハンズオンセミナー

① 5日（水） ② 6日（木）
＜愛媛開催＞
iOSハンズオンセミナー

① 7日（水） ② 8日（木）
＜香川開催＞
iOSハンズオンセミナー

6日（火）
＜東京開催＞
iOSハンズオンセミナー

① 14日（水） ② 15日（木）
＜鹿児島開催＞
iOSハンズオンセミナー

23日（金）
＜東京駅前開催＞
iOSハンズオンセミナー

6日（火）
＜東京開催＞
iOSハンズオンセミナー

20日（木）～21日（金）
＜東京開催＞
FMT上級コース

★初級・中級・上級を同時に申し込まれた場合、パック価格 135,000円（税込）が適用となります。

有償
FileMaker Master Training (FMT)  
【全3コース】

主として自分自身で使用する
事を目的とした基本的なカス
タム App作成スキルを身に
つける。

講
座
の
目
的

受
講
対
象
者

講
座
内
容

FileMaker を利用した簡単な
カスタム Appの開発を始め
ようとされている方、豊富な
デザインツールを用いた画
面設計を習得されたい方

本講座では、FileMaker Master 
Book 初級編の内容に沿って、
カスタム Appの画面レイアウ
トの作成や、計算式・スクリプ
トの基本を習得します。

チーム内の他の人を「利用者」
と想定して、チームで活用す
るカスタム App作成スキル
を身につける。

高度な機能を活用した継続的
な機能拡張を前提とした
カスタム Appの開発、iPad
などのモバイルに最適化され
たカスタム Appの開発、複数
ユーザー間での共有・適切な
ユーザー権限の管理に興味の
ある方

本講座では、FileMaker Master 
Book 中級編の内容に沿って、
データモデリング、レイアウト
設計、高度な計算式・スクリプ
トの組み込み方、レポート・グ
ラフ作成、モバイル対応などの
中級テクニックを習得します。

カスタム Appを実際に
 FileMaker Server で運用する
スキルを身につける。

FileMaker Server を用いて
カスタム Appの運用・
パフォーマンス向上、パワ
フルなバックアップ機能を
用いたカスタム Appの保護、
FileMakerと外部データベー
スの連携に興味のある方

本講座では、FileMaker Server
 の運用管理、ODBCを用いた
外部データソース機能、高度な
バックアップ機能、パフォー
マンス、ライセンスについての
実践的な知識とテクニックを
習得します。

価
格 27,000円 ( 税込 ) 81,000円 ( 税込 ) 54,000円 ( 税込 )

無償

無償

無償

無償

FileMaker で使える SQL 講座 有償

旧バージョン（fp7形式）から最新バージョン FileMaker 15 プラットフォームへのバージョンアップ作業を実際に
体験し、手順・注意点を理解する。

FileMakerの「ESS機能」を利用した外部データベースとの連携を実際に体験いただきます。

旧バージョン（fp7形式）からのバージョンアップセミナー

トレーニング

FileMaker 12, 13, 14 から最新バージョン FileMaker 15 プラットフォームへのアップグレードの手順・注意点を理解する。

FileMaker 12, 13, 14 からのアップグレード


