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キャンペーン概要
キャンペーン期間：9 月 24 日（火）〜 10 月 25 日（金）

キャンペーンの流れ

キャンペーンにご登録後、Qwiklabs と Coursera を 1 ヶ月間無
料でアクセスできるリンクをメールにてお送りします。

まずは、Qwiklabs を開始してから 4 週間以内に指定のクエスト 
2 つを終了しましょう。

指定クエストを終了すると、対象となる認定資格試験のご案内
をお送りします。また、Associate Cloud Engineer 認定試験に
は、認定試験料の割引バウチャーコードをお送りします。

Coursera 専門講座で認定試験範囲の知識取得のために、オン
デマンドトレーニングをご活用ください。

Qwiklabs を開始してから、4 週間以内に指定のクエスト 2 つを
終了し、かつ 12 週間以内に資格を取得するとチャレンジ成功と
なり、取得いただいた先着 100 名に、Google ストアの 100 ドル 
バウチャーをプレゼントいたします。

キャンペーン登録

指定クエスト終了

認定試験の予約

認定試験合格

$100 バウチャー入手の
チャンス

12 
週間

今すぐ登録Google Cloud 認定資格チャレンジ  
- 入門 & インフラ 編 キャンペーン

本チャレンジは日本国内かつ、日本語での認定資格取得のみが対象となります。 
英語でのチャレンジをご希望の方は、以下よりお申し込みください。 
https://cloud.google.com/blog/topics/training-certifications/get-google-cloud-certified-in-3-months

概要 学習方法 条件 FAQ

https://www.google.com/url?q=https://inthecloud.withgoogle.com/certchallacepca-jp/register.html&sa=D&ust=1562586941001000&usg=AFQjCNGvTzFtFameGcI7aOu1WDW4YSsmvg
https://cloud.google.com/blog/topics/training-certifications/get-google-cloud-certified-in-3-months
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Google Cloud 認定資格チャレンジ 学習方法 
認定資格チャレンジを成功するための学習方法のモデルをご紹介します。

Associate Cloud Engineer 学習方法

Professional Cloud Architect 学習方法 

1 ヶ月目
試験ガイド学習（推奨）https://cloud.google.com/certification/cloud-engineer 
Qwiklabs および Coursera を開始する。（いずれも 9 月 24 日までに開始してください。） 
Qwiklabs:「GCPの基礎」クエストの完了（必須）
Qwiklabs :「クラウド アーキテクチャ」クエストの完了（必須）       
割引バウチャー コードを使用して試験を予約（必須）

2 ヶ月目
Coursera:「Architecting on GCP」専門講座の完了（推奨）  
不足している知識をドキュメントのページで補う（推奨）  
模擬試験を受ける（推奨）

3 ヶ月目
認定試験を受ける（必須）

1 ヶ月目
試験ガイド学習（推奨）https://cloud.google.com/certification/cloud-architect 
Qwiklabs および Coursera を開始する。（いずれも 9 月 24 日までに開始してください。） 
Qwiklabs : 「クラウド アーキテクチャ」 Qwiklabs クエスト（必須）
Qwiklabs : 「チャレンジ: GCP アーキテクチャ」 Qwiklabs クエスト（必須）
Coursera : 「Architecting with GCP」専門講座の完了（推奨） 
試験の予約（必須）  

2 ヶ月目
サンプルソリューションとケーススタディの学習（推奨）        
不足している知識をドキュメントのページで補う（推奨）

3 ヶ月目
模擬試験を受ける（推奨）  
認定試験を受ける（必須） 

概要 学習方法 条件 FAQ

今すぐ登録

https://cloud.google.com/certification/cloud-engineer 
https://cloud.google.com/certification/cloud-architect 
https://www.google.com/url?q=https://inthecloud.withgoogle.com/certchallacepca-jp/register.html&sa=D&ust=1562586941001000&usg=AFQjCNGvTzFtFameGcI7aOu1WDW4YSsmvg
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Google Cloud 認定資格チャレンジ キャ
ンペーン条件

• キャンペーンサイトのフォームからチャレンジにご登録いただく必要があります。  

• チャレンジ期間の 12 週間は、ご登録確認メールにあるリンクより Qwiklabs に登録した時点から開始します。  

• 指定の Qwiklabs クエストを以前に開始または修了している場合でも、本キャンペーンの登録メールにあるリンクか
ら Qwiklabs を開始する必要があります。Google Cloud 認定資格チャレンジに使用するアカウントやメールアドレス
は全て同じものをご使用ください。（必須）  

• 認定試験のお申込み前に、受験条件をご確認ください。

Associate Cloud Engineer 認定試験

• Qwiklabs の指定クエストを 2 つ終了した後、アメリカ時間の毎週金曜日に認定試験料の割引バウチャーコードをお
送りします。

• チャレンジ成功者先着 100 名にプレゼントする Google ストアの 100 ドル分のバウチャーを受け取るには、認定試験
料の割引バウチャーコードに記載されているコードを使用して試験の予約をする必要があります。

• 通常の Google Cloud 認定資格者にお送りしているプレゼントは、Associate Cloud Engineer 試験は対象外となり
ます。

Professional Certification 試験 

• 試験への登録ご案内メールをお送りします。Professional Certification 認定資格試験には、認定試験料の割引バウ
チャーコードの発行は行っておりません。

• 100 ドルの Google ストアー バウチャーに加え、通常の Google Cloud 認定資格者にお送りしているプレゼントは、資
格取得に要した期間にかかわらず、プロフェッショナルレベルの資格を取得された方にお贈りしています。

• 100 ドル分の Google ストアバウチャー発行には数に限りがあります。（日本では、先着 100 名を対象とします。）

• 100 ドル分の Google ストアバウチャーの有効期限は 2019 年 12 月 31 日です。このバウチャー（プロモーション コー
ド）は、Google LLC から提供され、Google  ストアのみで使用できるものです。また、このバウチャーは一度限りの使用
となります。（残額を次回に繰越すことはできませんのでご注意ください。）

• 100 ドル分の Google ストアバウチャーは, アメリカ、カナダ、プエルトリコ、オーストラリア、香港、日本、ニュージーラン
ド、シンガポール、台湾、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、韓
国、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリスで使用可能です。

• 100 ドル分の Google ストアバウチャーは、国ごとの通貨に同額が換算されます。

• 試験利用規約に準拠します

概要 学習方法 条件 FAQ

今すぐ登録

https://www.google.com/url?q=https://inthecloud.withgoogle.com/certchallacepca-jp/register.html&sa=D&ust=1562586941003000&usg=AFQjCNGcNqYRudYWkXUaQuxIksy7uN55iw
https://cloud.google.com/certification/faqs/#0
https://cloud.google.com/certification/terms
https://www.google.com/url?q=https://inthecloud.withgoogle.com/certchallacepca-jp/register.html&sa=D&ust=1562586941001000&usg=AFQjCNGvTzFtFameGcI7aOu1WDW4YSsmvg
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FAQ（よくあるご質問）

Google Cloud 認定資格チャレンジとは何ですか？

Google Cloud 認定資格の学習チャレンジキャンペーンです。本チャレンジへ登録し、Qwiklabs を開始
してから必須の Qwiklabs クエスト 2 つを終了し、かつ 12 週間以内に資格を取得した方には、Google 
ストアで使用できる 100 ドル分のバウチャーをプレゼントします。さらにプロフェッショナル レベルの資
格を取得した方には、Google Cloud 認定者用プレゼントをお贈りします。今回の Google Cloud 認定
資格チャレンジは、日本国内で、日本語での認定資格取得のみのチャレンジです。英語でのチャレンジ
をご希望の方は、こちらをお申し込みください。

ご質問

回答

Google Cloud 認定資格チャレンジの参加者に送られたリンクを通さずに Qwiklabs クエストを
開始できますか？

チャレンジ成功としてプレゼント獲得の対象となるためには、メールで送信されたリンクから開始す
る必要があります。

ご質問

回答

どのように開始すればよいですか？

こちらのサイトのフォーム に記入して登録してください。

ご質問

回答

どの Google Cloud 認定資格が本チャレンジの対象ですか？

Associate Cloud Engineer と Professional Cloud Architect です。

ご質問

回答

参加にあたり、トレーニングを完了している必要はありますか？

いいえ。Coursera の受講を推奨していますが、必須ではありません。受験予定の認定資格に必須の 
Qwiklabs クエストを終了し、12 週間以内に資格を取得する必要があります。

ご質問

回答

このチャレンジに参加する前に必須の Qwiklabs クエストを両方とも完了しています。クエストを終
了せずに、資格試験に合格してもチャレンジ成功となりますか？

いいえ。チャレンジへはメールで送信される、指定の Qwiklabs クエストへのリンクからのみ参加で
きます。Google Cloud 認定資格チャレンジに登録し、チャレンジ開始から 12 週間以内に資格を取
得した方にのみ、Google ストア用 100 ドルバウチャー獲得のチャンスが得られます。

ご質問

回答

概要 学習方法 条件 FAQ

今すぐ登録

https://www.google.com/url?q=https://cloud.google.com/blog/topics/training-certifications/get-google-cloud-certified-in-3-months&sa=D&ust=1562586941004000&usg=AFQjCNE3HWgy_U47gSGsYmSvCCxZhND-lQ
https://www.google.com/url?q=https://inthecloud.withgoogle.com/certchallacepca-jp/register.html&sa=D&ust=1562586941000000&usg=AFQjCNEyWw_jOug5Y35QTH-FX6jA05ER-g
https://www.google.com/url?q=https://inthecloud.withgoogle.com/certchallacepca-jp/register.html&sa=D&ust=1562586941001000&usg=AFQjCNGvTzFtFameGcI7aOu1WDW4YSsmvg
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Associate Cloud Engineer 認定資格チャレンジの必須 Qwiklabs クエストを完了しました。認定
資格受験用のバウチャーはいつ入手できますか？

毎週金曜日（US 時間）に、試験バウチャーコードをメールでお送りします。金曜日にコードを受け取
るには、木曜日までに必須の Qwiklabs クエストを完了している必要があります。 

ご質問

回答

Google Cloud 認定資格チャレンジに登録し、必須の Qwiklabs クエストを完了しましたが試験の
ディスカウント バウチャーをまだ受け取っていません。

試験登録用のディスカウントは Associate Cloud Engineer 認定試験にのみご用意していま
す。Professional Cloud Architectの試験は対象外ですのでご留意ください。

ご質問

回答

Associate Cloud Engineer 認定資格試験用のバウチャーが届きません。どうすればよ
いでしょうか？

Google Cloud 認定資格チャレンジからのメールが迷惑フォルダに入っていないか確認してください。
それでも見当たらない場合は、こちらのフォームからお問い合わせください。 

ご質問

回答

キャンペーン条件である Qwiklabs の必須クエスト 2 つを完了せずに認定資格試験を受験し、認定
資格を得ることはできますか？

本チャレンジの特典である、Google ストア用 100 ドルバウチャーを入手するには、Qwiklabs にご登
録後、4 週間以内に必須の Qwiklabs クエストを2 つを修了し、かつ 12 週間以内に認定資格を取得
する必要があります。

ご質問

回答

Qwiklabs に関して質問があります。

件名を 'Certification challenge' にして、support@qwiklabs.com 宛てに質問をメールでお送りく
ださい。 

ご質問

回答

Qwiklabs クエストに登録するためのリンクは、認定資格取得に必要なクエスト両方に
有効ですか？

はい。

ご質問

回答

概要 学習方法 条件 FAQ

今すぐ登録FAQ（よくあるご質問）

https://www.google.com/url?q=https://support.google.com/a/contact/certification&sa=D&ust=1562586941002000&usg=AFQjCNH-h5p18pb5kgScOTErGmv9Ek7fsA
https://www.google.com/url?q=https://inthecloud.withgoogle.com/certchallacepca-jp/register.html&sa=D&ust=1562586941001000&usg=AFQjCNGvTzFtFameGcI7aOu1WDW4YSsmvg
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認定資格取得後、どのようにして Google ストア用バウチャーを入手できますか？

キャンペーン条件を全て満たし、該当するGoogle Cloud 認定資格を取得した参加者（日本では先着 
100 名）に、Google ストアで使用できるコードをメールでお送りします。こちらのコードは、譲渡不可
で、1 回限り有効となります。使用可能な国・地域：アメリカ、カナダ、プエルトリコ、オーストラリア、
香港、日本、ニュージーランド、シンガポール、台湾、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンラン
ド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、韓国、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウ
ェーデン、スイス、イギリス

ご質問

回答

本チャレンジで対象の認定資格をすでに保有しています。Google ストア用 100 ドルバウチャーは
もらえますか？

対象の認定資格をまだ取得していない方向けのキャンペーンとなります。すでに対象の認定資格を保
有している方は、バウチャーを獲得することができません。

ご質問

回答

すべての必須ラボを完了した場合、2 つの認定資格試験を受験することは可能ですか？

受験を希望される、それぞれの認定資格試験の Google Cloud 認定資格チャレンジに登録する必要
があります。

ご質問

回答

お問い合わせ先

フォームまたは、メールにてお問い合わせください。 
https://support.google.com/a/contact/certification 

certchallenge@google.com

概要 学習方法 条件 FAQ

今すぐ登録FAQ（よくあるご質問）

https://support.google.com/a/contact/certification 
mailto:certchallenge%40google.com?subject=
https://www.google.com/url?q=https://inthecloud.withgoogle.com/certchallacepca-jp/register.html&sa=D&ust=1562586941001000&usg=AFQjCNGvTzFtFameGcI7aOu1WDW4YSsmvg



