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Qlik研修とは
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アシストでは、Qlik SenseとQlikViewの開発者向けの研修を開催しています。

製品の導入やサポートで培った経験をもとにしたアプリケーション開発において
必須となる開発手法を習得可能です。



実践的なオリジナルテキストと豊富な実習
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Qlik研修のテキストは、講師が中心となって作成したオリジナルテキストです。
操作手順ごとのスクリーンショットや図を使った解説も多く、復習にも大変役立ちます。

豊富な例題と
操作手順ごとに
スクリーンショットを
活用したわかりやすい説明



経験豊富な講師陣
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技術資料の執筆やセミナーやイベントでの講演など、幅広い実績を持つ講師陣は、
受講者の皆様から高い評価を得ています。

これまでの実績 お客様の声
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研修ご受講後にご利用いただけるアフターサポートサービスでは、
研修受講後の一定期間、研修内容に関するご質問を受け付けています。
研修で使用したファイルもここからダウンロードできます。

受講後も質問できるアフターサポート



aaaa

Qlik Sense研修（コース一覧）
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Qlik Sense入門 Qlik Sense応用

概要

Qlik Senseの基本機能と基本操作について説明します。
Qlik Senseの製品概要、データベースからデータを取り込
む方法、棒グラフや集計表などのチャートを作成する方法
について、身に付けることを目的としています。

「Qlik Sense入門コース」の内容を踏まえ、より実践的な
アプリケーション開発について説明します。
データベースから取り込んだデータを自由に加工する方法
や、チャートに様々な集計値を表示する方法などについて、
身に付けることを目的としています。

日数
・会場開催研修：1日間
・ライブ配信研修：1日間
・オンデマンド研修：14日間

・会場開催研修：2日間
・ライブ配信研修：2日間
・オンデマンド研修：14日間

コース
内容

・Qlik Sense概要
・シートの操作
・データロードの基本操作
・ユーザーインターフェース

・データロードエディタを使用したデータロード
・関数を使用した計算項目の作成
・データモデリング
・QVDファイルと差分更新
・SET分析
・並列ステート
・可視化のポイント

詳細
URL

https://www.ashisuto.co.jp/ojt/course/qlik/list/qliksense-
introduction.html

https://www.ashisuto.co.jp/ojt/course/qlik/list/qliksense-
apply.html

https://www.ashisuto.co.jp/ojt/course/qlik/list/qliksense-introduction.html
https://www.ashisuto.co.jp/ojt/course/qlik/list/qliksense-apply.html


Qlik Sense研修（受講形態）
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会場開催研修 ライブ配信研修 オンデマンド研修 一社向け研修
アシストの研修会場で講師が
直接講義を行う一般的な研修です

■受講をおすすめする方
・講師の講義を直接聞いたり
直接質問したい方

・会場で集中して受講したい方

ライブ配信される講義と
クラウド上の実習環境を使用し
場所を選ばずに受講できる研修で
す

■受講をおすすめする方
・講師の講義を直接聞いたり
直接質問したい方

・受講場所を自由に調整したい方

クラウド上の実習環境で
研修テキストとフォロー動画に
よって自習する形式の研修です

■受講をおすすめする方
・受講する時間や場所を自由に
調整したい方

・自分のペースで学びたい方

一社向けに開催する研修です
開催日時や場所・実施内容につい
てのご要望に応じて開催します

■受講をおすすめする方
・研修の日程・実施場所・受講者
数などを自由に設定したい方

・内容をカスタマイズしたい方

■受講場所
アシスト会場

■価格
・入門(1日)：1名様 ¥40,000
・応用(2日)：1名様 ¥80,000

■お支払い方法
・請求書払い
・共通チケットによるお支払い

■受講場所
任意の場所

■価格
・入門(1日)：1名様 ¥40,000
・応用(2日)：1名様 ¥80,000

■お支払い方法
・請求書払い
・共通チケットによるお支払い

■受講場所
任意の場所

■価格
・入門(14日)：1名様 ¥40,000
・応用(14日)：1名様 ¥80,000

※自習内容は会場開催研修と同じです
※実習環境のご利用時間は7時から21時です

■お支払い方法
・請求書払い

■受講場所
アシスト会場か任意の場所

■価格
・入門(1日)：10名様 ¥255,000～
・応用(2日)：10名様 ¥510,000～
※人数超過料金や実習環境の利用料など
価格の詳細はお問い合わせください

■お支払い方法
・請求書払い

https://www.ashisuto.co.jp/ojt/styl
e/periodical/

https://www.ashisuto.co.jp/ojt/styl
e/livestream/

https://www.ashisuto.co.jp/ojt/styl
e/remote/

https://www.ashisuto.co.jp/ojt/styl
e/onsite/

https://www.ashisuto.co.jp/ojt/style/periodical/
https://www.ashisuto.co.jp/ojt/style/livestream/
https://www.ashisuto.co.jp/ojt/style/remote/
https://www.ashisuto.co.jp/ojt/style/onsite/


QlikView研修（コース一覧）
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QlikView入門 QlikView応用

概要

QlikViewの基本機能と基本操作について説明します。
QlikViewの製品概要、データベースからデータを取り込む
方法、棒グラフや集計表などのチャートを作成する方法に
ついて、身に付けることを目的としています。

「QlikView入門コース」の内容を踏まえ、より実践的な
アプリケーション開発について説明します。
データベースから取り込んだデータを自由に加工する方法
や、チャートに様々な集計値を表示する方法などについて、
身に付けることを目的としています。

日数
・オンデマンド研修：14日間
※会場開催研修、ライブ配信研修の開催はありません。

・オンデマンド研修：14日間
※会場開催研修、ライブ配信研修の開催はありません。

コース
内容

・QlikView概要
・データロード
・ユーザーインターフェース

・データロード時の注意事項
・データロードの応用
・QVDファイルと差分更新
・比較分析
・高度な演算
・ユーザーインターフェースの応用

詳細
URL

https://www.ashisuto.co.jp/ojt/course/qlik/list/introduction.ht
ml

https://www.ashisuto.co.jp/ojt/course/qlik/list/apply.html

https://www.ashisuto.co.jp/ojt/course/qlik/list/introduction.html
https://www.ashisuto.co.jp/ojt/course/qlik/list/apply.html


会場開催研修・ライブ配信研修 オンデマンド研修 一社向け研修

会場開催研修、ライブ配信研修の
開催はありません。

クラウド上の実習環境で研修テキストとフォ
ロー動画によって自習する形式の研修です

■受講をおすすめする方
・受講する時間や場所を自由に
調整したい方

・自分のペースで学びたい方

一社向けに開催する研修です
開催日時や場所・実施内容についてのご要望
に応じて開催します

■受講をおすすめする方
・研修の日程・実施場所・受講者
数などを自由に設定したい方

・内容をカスタマイズしたい方

■受講場所
任意の場所

■価格
・入門(14日)：1名様 ¥40,000
・応用(14日)：1名様 ¥80,000

※自習内容は会場開催研修と同じです
※実習環境のご利用時間は7時から21時です

■お支払い方法
・請求書払い

■受講場所
アシスト会場か任意の場所

■価格
・入門(1日)：10名様 ¥250,000～
・応用(2日)：10名様 ¥500,000～

※人数超過料金や実習環境の利用料など
価格の詳細はお問い合わせください

■お支払い方法
・請求書払い

https://www.ashisuto.co.jp/ojt/style/remote/ https://www.ashisuto.co.jp/ojt/style/onsite/

QlikView研修（受講形態）
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https://www.ashisuto.co.jp/ojt/style/remote/
https://www.ashisuto.co.jp/ojt/style/onsite/


開催スケジュールとお申し込みについて
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研修の開催スケジュールやお申し込み方法などは、弊社Webページにてご確認ください。

開催スケジュールの詳細はコチラ
https://www.ashisuto.co.jp/ojt/schedule/

よくあるご質問の詳細はコチラ
https://www.ashisuto.co.jp/ojt/faq/

お申し込み方法の詳細はコチラ
https://www.ashisuto.co.jp/ojt/apply/

https://www.ashisuto.co.jp/ojt/schedule/
https://www.ashisuto.co.jp/ojt/faq/
https://www.ashisuto.co.jp/ojt/apply/


Qlik関数大全
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「Qlik関数大全」は、Qlik SenseとQlikViewのほぼすべての関数を網羅した書籍です。
関数の構文や指定方法だけでなく、具体的な例文が300以上盛り込まれています。
A5版503ページの書籍に加え、同じ内容のPDFファイルもご提供します。
順引き／逆引きのインデックスも含まれているため、見たい情報を簡単に検索できます。

Qlik関数大全は、アシストまたはアシスト販売パートナー様から、Qlik SenseやQlikView
をご購入いただいたお客様に販売しております。一般書店等では取扱していません。
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※記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

本資料に関するお問い合わせ
株式会社アシスト Qlik研修担当

edusup_qlik@ashisuto.co.jp

お問い合わせ
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