
KCNA-JP 受験準備のためのトレーニングを用意しています。試験対策をして合格の確率を上げましょう。

https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-and-cloud-native-essentials-lfs���-jp/

トレーニングの詳細は、下記の URL からご覧ください。

KCNA-JP に合格すると .....
「認定 Kubernetes クラウドネイティブアソシエイト」として、あなたの技術、スキル、

能力が証明されました。グローバルな認定資格として、履歴書や SNS のプロフィールなどに
記載することができます。また、認定ロゴを名刺などにはって、印刷しアピールすることができます。

注：上記のコースは、この試験を受けるための必須条件ではありません。

クラウドネイティブ エンジニアのためのグローバル資格

認定 Kubernetes

クラウドネイティブアソシエイト
(KCNA-JP)

対応トレーニング：Kuberntes とクラウドネイティブ基礎（LFS250-JP)

学習概要 (E-learning）
・クラウドネイティブ技術の概要
・ コンテナ オーケストレーション
・ クラウド ネイティブ アプリケーションのデリバリー
・クラウド ネイティブの可観測性　など

Kubernetes と広範なクラウド ネイティブ エコシステムの基本知識があることが証明できます。

１．基本的な kubectl コマンドを使用してアプリケーションをデプロイする方法を理解することができる。

２．Kubernetes のアーキテクチャ（コンテナ、ポッド、ノード、クラスター）が理解できる。

３．クラウド ネイティブ ランドスケープやプロジェクトが（ストレージ、ネットワーク、GitOps、サービス

　　メッシュ）が理解できる。

４．クラウド ネイティブ セキュリティの原則が理解できる。



認定Kubernetes クラウドネイティブアソシエイト（KCNA-JP)

出題範囲

Kubernetes 基礎 ��% Kubernetes リソース
Kubernetes のアーキテクチャ
Kubernetes API
コンテナ
スケジューリング

クラウド ネイティブ 
アーキテクチャ ��%

クラウド ネイティブの
可観測性 �%

テレメトリと可観測性
Prometheus
コスト管理

クラウド ネイティブ
 アプリケーションの
配信 �%

アプリケーション配信の基礎
GitOps
CI/CD

自動スケーリング
サーバーレス
コミュニティとガバナンス
役割とペルソナ
オープンスタンダード

コンテナ オーケスト
レーション ��%

コンテナ オーケストレーションの基礎
ランタイム
セキュリティ
ネットワーク
サービスメッシュ
ストレージ

●受験申込・受験日予約方法
オンライン予約
KCNA-JP のページからお申込みください。
https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/
kubernetes-and-cloud-native-associate-kcna-jp/

●試験会場
インターネットによるオンライン試験のため、インター
ネットが利用できる場所であれば、試験場所の指定は
ありません。

●試験方法
オンラインの日本語を話す監督者付き多肢選択式試験です。 

●試験時間
�� 分です。

●経験レベル
初級

●受験料
$���

※受験に関する情報は変更される場合があります。

　最新情報はホームページをご覧ください

受験申込について

https://www.linuxfoundation.org/

Linux Foundation 認定試験・トレーニングに
関するお問合せ

https://onl.la/uR�SaLz

Linux Foundation の認定試験・
トレーニングに関する情報を入手！

トレーニングホームページ ニュースレター
のお申込み

@Linux_Fdtn_JP ブログ

https://training.linuxfoundation.org/ja/



CKA-JP 受験準備のためのトレーニングを用意しています。試験対策をして合格の確率を上げましょう。

https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-fundamentals-lfs���-jp/
トレーニングの詳細は、下記のURL からご覧ください。

CKA-JP に合格すると .....

「認定 Kubernetes 管理者」として、あなたの技術、スキル、能力が証明されました。
グローバルな認定資格として、履歴書や SNSのプロフィールなどに記載することができます。
また、認定ロゴを名刺などにはって、印刷しアピールすることができます。

注：上記のコースは、この試験を受けるための必須条件ではありません。

クラウドネイティブ エンジニアのためのグローバル資格

認定 Kubernetes

認定 Kubernetes 管理者
(CKA-JP)

対応トレーニング：Kubernetes 基礎 (LFS258-JP)※e-learning

対応トレーニング：Kubernetes 管理 (LFS458-JP)※インストラクター主導型

下記お問合せフォームよりお問合せください。

https://onl.la/uR1SaLz

学習概要
・Kubernetes の基本
・インストールと設定
・Kubernetes アーキテクチャ
・API とアクセス　など

Kubernetes 管理者の責任を遂行するスキル、知識、能力を備えていることを証明します。

１．基本的なインストールを実行できるだけでなく、本番環境レベルの Kubernetes クラスタを構成および

　　管理する機能を実証できる。

２．Kubernetes のネットワーキング、ストレージ、セキュリティ、メンテナンス、ロギングとモニタリング、

　　アプリケーションのライフサイクル、トラブルシューティング、API オブジェクトプリミティブ、エンド

　　ユーザーの基本的なユースケースを確立する機能などの主要な概念が理解できる。



認定Kubernetes 管理者（CKA-JP)

出題範囲

クラスタのアーキテク
チャ、インストール、
構成 ��%

ロール ベース アクセス コントロール（RBAC）
を管理する
Kubeadm を使用して基本的なクラスタを
インストールする
高可用性 Kubernetes クラスターを管理する
Kubernetes クラスタをデプロイするための
インフラをプロビジョニングする
Kubeadm を使用して Kubernetes クラスタで
バージョン アップグレードを実行する
etcd のバックアップと復元を実装する                  

サービスとネット
ワーキング ��%

ストレージ ��% ストレージクラス、永続ボリュームを理解
ボリューム モード、アクセス モード、
およびボリュームの再利用ポリシーを理解
永続ボリューム要求プリミティブを理解
永続ストレージを使用したアプリケーション
の構成方法を知る

トラブル
シューティング ��%

クラスタとノードのロギングを評価する
アプリケーションの監視方法を理解する
コンテナの標準出力と標準エラー ログを管理
アプリケーションの障害のトラブル
シューティングを行う
クラスタ コンポーネントの障害のトラブル
シューティング
ネットワークのトラブルシューティングを行う

クラスタ ノードのホスト ネットワーク構成を
理解する
Pod 間の接続を理解する
ClusterIP、NodePort、LoadBalancer サ
ービス タイプとエンドポイントを理解する
Ingress コントローラーと Ingress リソースの
使用方法を理解する
CoreDNS の構成方法と使用方法を理解する
適切なコンテナ ネットワーク インター
フェイス プラグインを選択する

ワークロードと
スケジューリング ��%

デプロイメント、およびローリング アップ
デートとロールバックの実行方法を理解する
ConfigMap と Secret を使用してアプリ
ケーションを構成する
アプリケーションのスケーリング方法を知る
堅牢な自己修復アプリケーション デプロイ
メントの作成に使われるプリミティブを
理解する
リソース リミットが Pod スケジューリングに
どのように影響するかを理解する
マニフェスト管理と一般的なテンプレート
ツールの認識

●受験申込・受験日予約方法
オンライン予約
CKA-JP のページからお申込みください。
https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/
certified-kubernetes-administrator-cka-jp/

●試験会場
インターネットによるオンライン試験のため、インター
ネットが利用できる場所であれば、試験場所の指定は
ありません。

●試験方法
オンラインにて日本語を話す試験監督による実技試験

●試験時間
��� 分です。

●経験レベル
中級

●受験料
$���

※受験に関する情報は変更される場合があります。

　最新情報はホームページをご覧ください

受験申込について

https://www.linuxfoundation.org/

Linux Foundation 認定試験・トレーニングに
関するお問合せ

https://onl.la/uR�SaLz

Linux Foundation の認定試験・
トレーニングに関する情報を入手！

トレーニングホームページ ニュースレター
のお申込み

@Linux_Fdtn_JP ブログ

https://training.linuxfoundation.org/ja/



CKAD-JP 受験準備のためのトレーニングを用意しています。試験対策をして合格の確率を上げましょう。

https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-for-developers/

トレーニングの詳細は、下記のURL からご覧ください。

CKAD-JP に合格すると .....
「認定 Kubernetes アプリケーション開発者」として、あなたの技術、スキル、能力が
証明されました。グローバルな認定資格として、履歴書や SNSのプロフィールなどに
記載することができます。また、認定ロゴを名刺などにはって、印刷しアピールすることが
できます。

注：上記のコースは、この試験を受けるための必須条件ではありません。

クラウドネイティブ エンジニアのためのグローバル資格

認定 Kubernetes

アプリケーション開発者
(CKAD-JP)

対応トレーニング：Kubernetes for Developers (LFD259)※英語版

学習概要 (E-learning）
・Kubernetes のアーキテクチャ
・ビルド
・デザイン
・デプロイメント構成　など

Kubernetes 用のクラウドネイティブアプリケーションを設計、構築、デプロイできることを証明します。
１．Kubernetes 用のクラウドネイティブアプリケーションを設計、構築、デプロイできる。

２．アプリケーションリソースを定義し、Kubernetes コアプリミティブを使用して、スケーラブルな
　　アプリケーションを作成 / 移行、構成、公開、監視できる。
３．以下のことに精通していることを証明できる。
　　　–（OCI 準拠の）コンテナイメージの操作
　　　–クラウドネイティブアプリケーションの概念とアーキテクチャの適用
　　　–Kubernetes リソース定義の操作と検証 - Cloud Native アプリケーションのコンセプトとアーキテクチャの適用



認定 Kubernetes アプリケーション開発者 (CKAD-JP)

出題範囲

アプリケーションの
設計と構築 ��%

コンテナイメージを定義、構築、変更する
ジョブと CronJobs を理解する
マルチコンテナポッドのデザインパターンを
理解する（サイドカー、init など）
永続的で一時的なボリュームを利用する       

アプリケーションの
可観測性とメンテ
ナンス ��%

アプリケーション
環境、構成、および
セキュリティ ��%

Kubernetes（CRD）を拡張するリソースを
見つけて使用する
認証、承認、アドミッションコントロールを
理解する
リソースの要件、制限、および割り当てを理解
して定義する
ConfigMap を理解する
シークレットを作成して使用する
ServiceAccounts を理解する
SecurityContexts を理解する

サービスとネット
ワーキング ��%

NetworkPolicies の基本的な理解を示す
サービスを介したアプリケーションへの
アクセスの提供とトラブルシューティング
入力ルールを使用してアプリケーションを
公開する

API の非推奨を理解する
プローブとヘルスチェックを実装する
提供されているツールを使用して
Kubernetes アプリケーションを監視する
コンテナログを利用する
Kubernetes でのデバッグ

アプリケーションの
展開 ��%

Kubernetes プリミティブを使用して、
一般的なデプロイ戦略（青 / 緑または
カナリアなど）を実装します
展開とローリング更新の実行方法を理解する
Helm パッケージマネージャーを使用して、
既存のパッケージをデプロイします

●受験申込・受験日予約方法
オンライン予約
CKAD-JP のページからお申込みください。
https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/
certified-kubernetes-application-developer-ckad-jp/

●試験会場
インターネットによるオンライン試験のため、インター
ネットが利用できる場所であれば、試験場所の指定は
ありません。

●試験方法
オンラインにて日本語を話す試験監督による実技試験

●試験時間
��� 分です。

●経験レベル
中級

●受験料
$���

※受験に関する情報は変更される場合があります。

　最新情報はホームページをご覧ください

受験申込について

https://www.linuxfoundation.org/

Linux Foundation 認定試験・トレーニングに
関するお問合せ

https://onl.la/uR�SaLz

Linux Foundation の認定試験・
トレーニングに関する情報を入手！

トレーニングホームページ ニュースレター
のお申込み

@Linux_Fdtn_JP ブログ

https://training.linuxfoundation.org/ja/



CKS-JP 受験準備のためのトレーニングを用意しています。試験対策をして合格の確率を上げましょう。

https://training.linuxfoundation.org/ja/training/kubernetes-security-essentials-lfs���/

トレーニングの詳細は、下記のURL からご覧ください。

CKS-JP に合格すると .....
「認定 Kubernetes セキュリティスペシャリスト」として、あなたの技術、スキル、
能力が証明されました。グローバルな認定資格として、履歴書や SNSのプロフィール
などに記載することができます。また、認定ロゴを名刺などにはって、印刷しアピール
することができます。

注：CKS または CKS-JP 試験を受験する前に、Certified Kubernetes Administrator（CKA または CKA-JP）試験を受験して合格
している必要があります。CKAまたは CKA-JP 認定を受ける前に CKS を購入することはできても、スケジュールすることは
できません。CKAまたは CKA-JP 認定は、CKS または CKS-JP 試験（再受験を含む）のスケジュール時点で有効
（有効期限が切れていない）である必要があります。

クラウドネイティブ エンジニアのためのグローバル資格

認定 Kubernetes

セキュリティスペシャリスト
(CKS-JP)

対応トレーニング：Kubernetes Security Essentials(LFS260)※英語版

学習概要 (E-learning）
・クラウドセキュリティの概要
・インストールの準備
・クラスターのインストール
・kube-apiserver の保護　など

１．さまざまなベストプラクティスのスキル、知識、およびコンピテンシーを備え、ビルド・デプロイ・
　　ランタイム時にコンテナベース アプリケーションや Kubernetes プラットフォームを保護できる
　　ことを証明できます。
２．コンテナベースのアプリケーションや Kubernetes プラットフォームの構築、デプロイ、
　　ランタイム時のキュリティを確保する能力を持っていること、およびプロフェッショナルな
　　環境でこれらのタスクを実行する資格があることを証明できます。



認定 Kubernetes セキュリティスペシャリスト (CKS-JP)

出題範囲

クラスター設定 ��% ネットワーク セキュリティ ポリシーを使用
してクラスタ レベルのアクセスを制限する
CIS ベンチマークを使用して、Kubernetes
コンポーネントのセキュリティ構成を確認
する（etcd、kubelet、kubedns、kubeapi）
セキュリティ制御により Ingress オブジェク
トを適切に設定する
ノードのメタデータとエンドポイントの保護
GUI 要素の使用とアクセスを最小化する
デプロイ前にプラットフォーム バイナリの確認       

クラスター強化 ��%

サプライチェーンの
セキュリティ ��%

Kubernetes API へのアクセスを制限する
ロール ベース アクセス コントロー　　　　　　
サービスアカウントを使用する際の注意事項を
実践する（新しく作成したサービスアカウント
についてのデフォルト禁止や権限の最小化など）
Kubernetes を頻繁に更新する

マイクロサービスの
脆弱性を最小限に
抑える ��%

PSP、OPA、セキュリティ コンテキストなどを
使用して、適切な OS レベルのセキュリティ
 ドメインをセットアップする
Kubernetes シークレットを管理する
マルチテナント環境（gvisor、kata コンテナ
など）でコンテナ ランタイム サンドボックスを
使用する
mTLS を使用して Pod 間の暗号化を行う

システムの強化 ��% ホスト OS のフットプリントを最小化する
（攻撃対象を減らす）

IAM ロールを最小限に抑える
ネットワークへの外部アクセスを最小限に
抑える
AppArmor、seccomp などのカーネル強化
　ツールを適切に使用する

基本画像のフットプリントを最小化する
サプライチェーンを保護する：許可された
レジストリをホワイトリストに登録し、
画像に署名して検証する
ユーザー ワークロード（Kubernetes リソース、
Docker ファイルなど）の静的分析を使用する
既知の脆弱性に関する画像をスキャンする

モニタリング、ロギ
ング、ランタイム
セキュリティ ��%

ホストおよびコンテナ レベルで syscall プロ
セスやファイルのアクティビティについて行動
分析し、悪意のあるアクティビティを検出する
物理インフラ、アプリ、ネットワーク、データ、
ユーザー、およびワークロード内の脅威を検出
発生場所や発生方法を問わず、あらゆる
フェーズの攻撃を検出する
詳細な分析調査を行い、環境内に存在する
悪役を特定する
実行時のコンテナの不変性を確保する
監査ログを使用してアクセスを監視する

●受験申込・受験日予約方法
オンライン予約
CKS-JP のページからお申込みください。
https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/
certified-kubernetes-security-specialist-cks-jp/

●試験会場
インターネットによるオンライン試験のため、インター
ネットが利用できる場所であれば、試験場所の指定は
ありません。

●試験方法
オンラインにて日本語を話す試験監督による実技試験

●試験時間
��� 分です。

●経験レベル
中級

●受験料
$���

※受験に関する情報は変更される場合があります。

　最新情報はホームページをご覧ください

受験申込について

https://www.linuxfoundation.org/

Linux Foundation 認定試験・トレーニングに
関するお問合せ

https://onl.la/uR�SaLz

Linux Foundation の認定試験・
トレーニングに関する情報を入手！

トレーニングホームページ ニュースレター
のお申込み

@Linux_Fdtn_JP ブログ

https://training.linuxfoundation.org/ja/



LFCA-JP 受験準備のためのトレーニングを用意しています。試験対策をして合格の確率を上げましょう。

https://training.linuxfoundation.org/ja/training/fundamentals-of-open-source-it-and-cloud-computing-lfs���/
トレーニングの詳細は、下記の URL からご覧ください。

LFCA-JP に合格すると .....
「認定 IT アソシエイト」として、あなたの技術、スキル、能力が証明

されました。グローバルな認定資格として、履歴書や SNS のプロフィールなどに記載する
ことができます。また、認定ロゴを名刺などにはって、印刷しアピールすることができます。

注：上記のコースは、この試験を受けるための必須条件ではありません。

Linux エンジニアのためのグローバル資格

Linux Foundation

認定 IT アソシエイト
(LFCA-JP)

対応トレーニング：Fundamentals of Open Source IT and Cloud Computing (LFS200)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※英語版

学習概要
・Linux とは何か？
・ユーザー インターフェイス
・Linux のインストール
・Linux ファイルシステムとファイル管理　など

基本的な情報技術機能（特にクラウド コンピューティング分野）の専門知識とスキルを証明します。 

Linux オペレーティング システム、ソフトウェア アプリケーションのインストールと管理、ハードウェアの

インストール、コマンドラインと基本的なプログラミングの使用、基本的なネットワーキング機能、

セキュリティのベストプラクティス、およびその他の関連トピックを含む基本的な IT 概念に関する知識を

テストし、エントリーレベルの IT ポジションに対応できる能力を証明します。



Linux Foundation 認定 IT アソシエイト (LFCA-JP)

出題範囲

システム管理の
基礎 ��%

システム管理タスク
ネットワーク
トラブルシューティング      

セキュリティの
基礎 ��%

DevOps の基礎 ��% DevOps の基本
コンテナ
展開環境
Git の概念

アプリケーションと
開発者のサポート �%

ソフトウェアプロジェクト管理
ソフトウェア アプリケーション アーキテクチャ
機能的解析
オープンソース ソフトウェアとライセンス

セキュリティの基本
データセキュリティ
ネットワークセキュリティ
システムセキュリティ

クラウド コンピュー
ティングの基礎 ��%

クラウド コンピューティングの基礎
パフォーマンス / 可用性
サーバーレス
クラウドのコストと予算

●受験申込・受験日予約方法
オンライン予約
LFCA-JP のページからお申込みください。
https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/
linux-foundation-certified-it-associate-lfca-jp/

●試験会場
インターネットによるオンライン試験のため、インター
ネットが利用できる場所であれば、試験場所の指定は
ありません。

●試験方法
オンラインにて日本語を話す試験監督による多肢選択式試験

●試験時間
�� 分です。

●経験レベル
初級

●受験料
$���

※受験に関する情報は変更される場合があります。

　最新情報はホームページをご覧ください

受験申込について

https://www.linuxfoundation.org/

Linux Foundation 認定試験・トレーニングに
関するお問合せ

https://onl.la/uR�SaLz

Linux Foundation の認定試験・
トレーニングに関する情報を入手！

トレーニングホームページ ニュースレター
のお申込み

@Linux_Fdtn_JP ブログ

https://training.linuxfoundation.org/ja/



LFCS-JP 受験準備のためのトレーニングを用意しています。試験対策をして合格の確率を上げましょう。

https://training.linuxfoundation.org/ja/training/essentials-of-linux-system-administration-lfs���-jp/
トレーニングの詳細は、下記のURL からご覧ください。

LFCS-JP に合格すると .....
「認定システム管理者」として、あなたの技術、スキル、能力が証明
されました。グローバルな認定資格として、履歴書や SNSのプロフィールなどに記載する
ことができます。また、認定ロゴを名刺などにはって、印刷しアピールすることができます。

注：上記のコースは、この試験を受けるための必須条件ではありません。

Linux エンジニアのためのグローバル資格

Linux Foundation

認定システム管理者
(LFCS-JP)

対応トレーニング：Linux システム管理入門 (LFS201-JP)

学習概要
・Linux ファイルシステムのツリーレイアウト
・プロセス
・シグナル
・パッケージ管理システム　など

Linux システム管理を行うためのスキル、技術をもつことを証明します。 

ネットワーキング、ストレージ、セキュリティ、メンテナンス、ロギングとモニタリング、アプリケーションの

ライフサイクル、トラブルシューティング、API オブジェクトプリミティブ、およびエンドユーザーの基本的な

ユースケースを確立する機能などの主要な概念を理解できていることの証明となります。



Linux Foundation 認定システム管理者 (LFCS-JP)                                                                                                                       -JP)

出題範囲

基本コマンド ��% ローカルやリモートでグラフィカルモード
およびテキストモードのコンソールにログイン
ファイルを検索する
基本的なファイルシステムの機能と
オプションを評価および比較する
ファイルの内容を比較して操作する
入出力リダイレクトを使用する

（>、>>、|、�> など）
基本的な正規表現を使用してテキストを分析
ファイルをアーカイブ、バックアップ、
圧縮、展開、および解凍する　　など
     

ネットワーク ��% ネットワークおよびホスト名の解決を静的
または動的に設定する
起動時にネットワークサービスが自動的に
開始されるように設定する
パケットフィルタリングを実装する
ネットワーク サービスの開始、停止、および
ステータス チェックを行う
IP トラフィックを静的にルーティングする
他のネットワークピアを使用して時刻を同期

サービスの設定 ��% キャッシュ DNS サーバーを設定する
DNS ゾーンをメンテナンスする
e メール エイリアスを設定する
SSH サーバーとクライアントを設定する
HTTP プロキシサーバーへのアクセスを制限
IMAP および IMAPS サービスを設定する
さまざまな動作モードでシステム サービスの
動作のクエリと変更を行う
HTTP サーバーを設定する
HTTP サーバーのログファイルを設定する
データベース サーバーを設定する
Web ページへのアクセスを制限する
コンテナを管理および設定する　　　など

ランニングシステムの
運用 �� %

システムを安全に起動、再起動、および
シャットダウンする
システムを異なるオペレーティング モードで
起動する、またはモードを変更する
ブートローダーをインストール、設定、
トラブルシュートする
プロセスを診断および管理する
システムログファイルを見つけて分析する
指定の日時にタスクが実行されるように
スケジュールする
スケジュールされたジョブの完了を確認する
必要な機能とセキュリティが提供されるように
ソフトウェアを更新する　　　など

ユーザーとグループの
管理 ��%

ローカル ユーザー アカウントを作成、削除、
変更する
ローカルグループとグループメンバーシップを
作成、削除、変更する
システム全体の環境プロファイルを管理する
テンプレートのユーザー環境を管理する
ユーザーのリソース制限を設定する
ユーザー特権を管理する
PAM を設定する

ストレージ管理 ��% 物理ストレージ パーティションを一覧表示、
作成、削除、および変更する
LVM ストレージを管理および設定する
暗号化されたストレージを作成および設定する
起動時または起動中にファイルシステムを
マウントするようにシステムを構成する
スワップ スペースを設定および管理する
RAID デバイスを作成および管理する
オンデマンドでファイルシステムをマウント
するようにシステムを設定する　　　など

●受験申込・受験日予約方法
オンライン予約
LFCA-JP のページからお申込みください。
https://training.linuxfoundation.org/ja/certification/
linux-foundation-certified-system-administrator-lfcs-jp/

●試験会場
インターネットによるオンライン試験のため、インター
ネットが利用できる場所であれば、試験場所の指定は
ありません。

●試験方法
オンラインにて日本語を話す試験監督による実技試験

●試験時間
��� 分です。

●経験レベル
中級

●受験料
$���　

※受験に関する情報は変更される場合があります。

　最新情報はホームページをご覧ください

受験申込について

https://www.linuxfoundation.org/

Linux Foundation 認定試験・トレーニングに
関するお問合せ

https://onl.la/uR�SaLz

Linux Foundation の認定試験・
トレーニングに関する情報を入手！

トレーニングホームページ ニュースレター
のお申込み

@Linux_Fdtn_JP ブログ

https://training.linuxfoundation.org/ja/


