JaGra の研修サービス

スクール講座案内

来場型トレーニングスクール

JaGra Professional DTP & Web School
一般社団法人日本グラフィックサービス工業会
（通称ジャグラ）が主

2018.4-6

催するDTP・Web・Videoのスクールです。
特

徴

N E W S

●非営利団体だからこそできる適正な受講料金。入会金も不要。
●最大11名までの少人数制授業で、初心者の方へも丁寧指導。

フォトグラファー向け講座新登場！

●ニーズ・レベルに応じた 1日〜3日の短期完結型講習中心。

『Lightroomベーシックトレーニング』2018年6月21日開催！

●充実のハード &ソフト環境。Macintosh, Windows両完備。
●実務に即したカリキュラム。実践にスグ役立つと、1995年開講後、受講

Lightroomは、
フォトグラファーのために設計・開発された「写真」に特化した画像編集ソフトです。Lightroomを利用することで複

生総数が 2万人を超える驚異の実績。

数の写真に対する作業を短時間で完結できます。本講座では、
写真の取り込み、
閲覧、
整理、
補正といったLighroom活用のポイ

●講師陣は、我が国 DTP&Web業界の第一線で活躍中の実力派揃い。
●講師の操作を眼前で確認できる指導用モニタを設備。暗くて見づらいプロ
ジェクター方式ではありません。

ご協力企業：アップルコンピュータ／アドビシステムズ／エプソン販売／
沖データ／キヤノンマーケティングジャパン／クォークジャパン／グラスバレー／
コーレル／サイバーリンク／富士ゼロックス／富士フイルム／理想科学工業等各社

ントを基礎からわかりやすく解説します。
Web制作、更新に欠かせないCSSの基礎知識を学ぶ

『Web業務ベーシックトレーニング〜CSS編』2018年4月20日・6月8日開講！

企業研修

Webサイト制作だけでなく、
更新作業や運用をする上で必須知識となったHTMLとCSSについて、
イチから学んでいく初心者向

講師派遣・オーダー研修

けの講座です。
これからWeb制作を始める方はもちろん、
独学でHTMLやCSSを勉強したが挫折してしまった方、
新たに企業内
Web担当に就任された方などにおススメの講座です。

企業の研修会に講師を派遣します。DTP, Webなどのグラフィック
系研修会、ビデオ撮影・編集ノウハウ、データベース、ビジネス系

映像制作の内製化に取り組む企業に人気の講座

アプリケーション研修会まで幅広く対応。地方にも出張いたします。

『ゼロから学ぶ映像制作実習講座』2018年5月16日開催！

オーダー研修では、当スクールを会場としてお貸し出し。講師手配か
ら実施準備まで丸ごとお任せいただけます。

ビデオ編集ソフトの操作を覚えただけでは、
映像・動画は作成できません。本講座では、
映像の企画立案、
ラフコンテの作成、 カメ
ラを使用した撮影、
編集ソフト
（Premiere Pro）
によるノンリニア編集、 媒体に応じた出力まで、
映像制作に必要な一連の知識と
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『DTP入門』2018年4月5日開催！
DTPの入門書として高い評価を得ている
「新詳説DTP基礎」
（改訂四版／MdN刊）
をテキストに採用し、
印刷の基礎とDTPの
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コツを実習で学びます。撮影実習用カメラにはキヤノン
「iVIS」をご用意。
カメラをお持ちでない方でも安心してご参加ください。

●古賀オール

スクール

（ニッケイビル 1F）

概略を学ぶ入門講座です。
これからDTP関係のお仕事に就かれる方や、
今後DTPソフトの主流であるIllustrator, Photoshop,
InDesignのスキルを習得していく方の「正しい土台づくり」
をお手伝いします。

インターネットからの講座検索、お申し込みは下記まで
http://www.jagra.or.jp/school

●セザール

〒103-0001東京都中央区日本橋小伝馬町 7-16 ニッケイビル1F
窓口営業時間 平日9:00 〜 17:15（土日祝休）
tel.03-3667-2271 fax.03-3661-9006 http://www.jagra.or.jp/school
東京メトロ日比谷線小伝馬町駅 2 番出口より徒歩 3 分

運営・お問い合わせ：一般社団法人日本グラフィックサービス工業会
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町7-16

スクール担当

tel:03-3667-2271／fax:03-3661-9006／e-mail:support@jagra.or.jp

常設講座一覧
DTP

各種制度

最新情報・講座詳細は▷▷ http://www.jagra.or.jp/school/

4/5（木）

10:00〜16:30×1日間

DTP 入門

DTP

4/18（水）, 5/11（金）, 6/7（木）

10:00〜16:30×1日間

Web

4/20（金）, 6/8（金）

InDesign ベーシックトレーニング

Web 業務ベーシックトレーニング〜 CSS 編

10:00〜16:30×1日間

優待制度
ジャグラ会員割引

印刷の基礎とDTPの概略を学ぶ入門講座です。
これからDTP関係のお仕事に就かれ

InDesignは日本語でのプロフェッショナル組版のために開発されたレイアウトソフトで

Webサイト制作に欠かせない知識となったCSS。本講座では、HTMLコーディングの基

一般社団法人日本グラフィックサービス工業会
（ジャグラ）
にご加入いただいている正会

る方や、DTPアプリケーションの主流であるIllustrator、Photoshop、InDesignのスキ

す。本講座では、文字編集、線画、画像データ取り込みといった作例をこなしながら、

本と平行して
「これだけは絶対に外せないCSSの基礎知識」
を解説していきます。今

員および賛助会員企業の社員の方は、
全常設講座を特別価格にて受講いただけます。

ルを習得していく方の正しい土台づくりをお手伝いします。

InDesignでのレイアウトの基礎、
ワークフローを学びます。

後、
実践・応用テクニックを身につける上でのベースとなる講座です。

難易度 ★★☆☆☆

DTP

対応OS

4/9（月）, 5/10（木）, 6/6（水）

受講料 19,000円＋税

10:00〜16:30×1日間

難易度 ★★★☆☆

DTP

対応OS

5/23
（水）
〜24
（木）

受講料 19,000円＋税

10:00〜16:30×2日間

難易度 ★★★☆☆

Web

対応OS

6/15（金）

受講料 19,000円＋税

10:00〜16:30×1日間

優待率 講習1日間につき本体価格より3,000円割引（半日講座除く）

サポート制度

Illustrator ベーシックトレーニング

InDesign 実務必須テクニック

HTML+CSS 実践トレーニング

印刷物制作に欠かせないグラフィックツールであるIllustratorは、操作の習得が難しい

InDesignは日本語組版機能やIllustrator、Photoshopとの連携が注目されています。

CSSの基本を理解された方を対象に、
より実践的な作例をこなしながらHTMLマークアッ

講座受講後半年以内に同一講座へ再度ご参加を希望される場合は、半額にて受講

アプリケーションです。本講座では、Illustrator初心者の方を対象に、
ワークスペース、

本講座ではそれらの特徴をふまえ、
ページもの作成に必要なマスターページや段落・文

プとCSSレイアウトの基本〜デザインティップスまでをわかりやすく伝授します。
オーサリン

いただけます。

環境設定、選択、基本図形描画、着色などの基本的な操作方法を解説していきます。

字スタイルなど、
現場で即戦力となるための技法を学びます。

グツールのCSS機能を使いこなす上でも非常に役立つ講座です。

難易度 ★★★☆☆

DTP

対応OS

4/19（木）, 5/21（月）, 6/11（月）

受講料 19,000円＋税

10:00〜16:30×1日間

Illustrator アドバンストレーニング
Illustratorビギナーからの脱却をめざす方に向けたステップアップ講座です。
ショートカッ
トを使ったスピーディーな作業方法、効率アップのためのティップス、簡単な図形を組み
合わせた実用的なイラストの作成方法を習得します。
難易度 ★★★☆☆

DTP

対応OS

5/25（金）, 6/20（水）

受講料 19,000円＋税

10:00〜16:30×1日間

難易度 ★★★★☆

DTP

対応OS

6/27（水）

受講料 38,000円＋税

10:00〜16:30×1日間

難易度 ★★★★☆

Web

対応OS

5/15（火）

再受講半額制度

受講料 20,000円＋税

10:00〜12:30×1日間

はじめての Google アナリティクス講座

日程外講習

本講座では「アクセス解析ってなに？」
「Google アナリティクスを入れてみたけれど使い
方がわからない」
という方を対象に、Google アナリティクスの基本と、Google の検索結
果の状態を確認できる
「Google Search Console
（サーチコンソール）
」
もご紹介します。

3名以上まとめてのお申し込みで、
JaGraプロフェッショナルDTP&Webスクールの常設
スクール講座をスケジュール以外の日程で開講することができる制度です。
常設スクール一名分の受講料×人数分のみのご負担で、
特別な料金は発生しません。
開講カレンダーに日程が掲載されていない休講中の講座を開講することも可能です。

難易度 ★★★★☆

DTP

対応OS

6/28（木）

受講料 20,000円＋税

10:00〜16:30×1日間

難易度 ★★★☆☆

Web

対応OS

5/15（火）

受講料 10,000円＋税

13:30〜16:30×1日間

アクセスアップにつなげる SEO 基礎講座

ベジェ曲線の扱いやトレースなどのIllustrator作図・描画テクニックを解説する講座で
す。描画したオブジェクトを効率よく加工する
「アピアランス」
や「効果」
など、実務で使え
るワンランク上のテクニックを学ぶことができます。

InDesignの基本操作とページ機能の基礎を習得した方を対象とした制作実践講座で
す。
さまざまな表組みの制作課題をテーマに、ExcelとInDesignの連携、
データ結合機
能、
正規表現スタイルを活用した自動処理など、
ワンランク上のスキルを学びます。

SEO
（検索エンジン最適化）
とは、
ウェブサイトが検索エンジンで適切に検索表示される
ために調整することです。
この講座では、SEOの基本を正しく理解し、
自身が運営してい
るウェブサイトに
「来て欲しい人がちゃんと訪れてくれる」
ために必要な対策を解説します。

DTP

4/25（水）

受講料 19,000円＋税

10:00〜16:30×1日間

難易度 ★★★★☆

DTP

対応OS

6/18（月）

受講料 20,000円＋税

13:30〜16:30×1日間

Illustrator スキルアップ〜文字組み・レイアウト編

Acrobat ベーシックトレーニング

Illustratorで文字をたくさん扱う印刷物を制作するための知識を学ぶ講座です。印刷物
の紙面によく利用されるグラフや表の作成のほか、文字組版中心のレイアウトを作成
し、実際に入稿できる状態にまでデータを仕上げます。

電子文書作成ツールとして定着したAcrobatの機能や使い方を解説、演習する講
座です。ビジネスユーザー向け機能を中心に、基本的な使い方を用途別に解説し
ていきます。これからAcrobatを活用していきたい方におすすめの講座です。

難易度 ★★★★☆

DTP

対応OS

4/17（火）, 5/9（水）, 6/5（火）

受講料 19,000円＋税

10:00〜16:30×1日間

難易度 ★★★☆☆

DTP

対応OS

5/17（木）

難易度 ★★★☆☆

対応OS

受講料 10,000円＋税

6/19（火）

受講料 14,000円＋税

難易度 ★★★☆☆

13:30〜16:30×1日間

Video
Web 5/16（水）

対応OS

受講料 20,000円＋税

10:00〜16:30×1日間

DTP のための PDF

ゼロから学ぶ映像制作実習講座

印刷データとしてのPDFについて学びたい方、PDF入稿・出力でお困りの方を対象と

ビデオ編集ソフトの操作を覚えただけでは、映像は作成できません。本講座では、映像

レイヤー操作、
文字入力、色調補正、
画像選択など、Photoshopの基本機能を、
実習を
通して学びます。

した講座です。lllustrator, InDesign, OﬃceからPDFを作成する方法、
データチェック、
プリフライトなど、
DTPのためのPDFに必要な知識を解説します。

の企画立案、
ラフコンテの作成、
カメラでの撮影、編集ソフトによるノンリニア編集、媒
体に応じた出力まで、
映像制作に必要な知識とコツを学びます。

DTP

受講料 19,000円＋税

4/26（木）〜27（金）, 6/12（火）〜13（水） 10:00〜16:30×2日間

難易度 ★★★★☆

Web

対応OS

4/16（月）, 6/4（月）

受講料 14,000円＋税

10:00〜12:30×1日間

難易度 ★★★☆☆

対応OS

Video 4/11（水）, 5/30（水）, 6/25（月）

受講料 20,000円＋税

Web 業務ベーシックトレーニング〜必須基礎知識編

Premiere Pro ベーシックトレーニング

Photoshopを実務で使いこなすために必要なテクニックをまとめた講座です。デジタル
カメラで撮影された画像データの扱い、
トーンカーブをはじめとした色調補正、
自動合成、
自動処理など、即実践で利用できるテクニックを学びます。

Webサイト制作の際に用意すべき環境や、専門用語、Web画像の種類などを学びま
す。
これからWebビジネスに携わる方、Webの制作運営を外注する方、
自己流で学んで
きた方の「Web一般常識の再確認」
として有効な講座です。

映画制作、映像編集プロダクションなどプロの現場で利用されている
「Premiere Pro」
を基礎から学べる初心者向け講座です。映像の基本について理解し、ハイビジョン映
像の取り込みから編集、
出力までを体系的にマスターします。

DTP

対応OS

6/21（木）

受講料 38,000円＋税

10:00〜16:30×1日間

難易度 ★★☆☆☆

Web

対応OS

4/16（月）, 6/4（月）

受講料 10,000円＋税

13:30〜16:30×1日間

難易度 ★★★☆☆

対応OS

Video 6/26（火）

受講料 30,000円＋税

10:00〜16:30×1日間

Lightroom ベーシックトレーニング

Web 業務ベーシックトレーニング〜 HTML マークアップ編

After Eﬀects ベーシックトレーニング

Lightroomは、
フォトグラファーのために設計・開発された
「写真」に特化した画像編集
ソフトです。本講座では、写真の取り込み、閲覧、整理、補正といったLightroom活用の
ポイントを基礎からわかりやすく解説します。

Web制作において欠かすことのできないHTML言語の基礎を学びます。
タグを入力し
ながら学習するため、
「ホームページは作成したことがあるけれど、実はHTMLがよく解っ
ていない」
という方にも有効な講座です。

AfterEﬀectsは、
アニメーション作成と映像へのエフェクト設定という２つの大きな機能
を備えています。本講座では、
タイトル作成をはじめとしたアニメーション機能を学ぶとと
もに、雪を降らせるなどのエフェクト設定の基本を習得します。

難易度 ★★★☆☆

対応OS

受講料 20,000円＋税

難易度 ★★★☆☆

対応OS

受講料 10,000円＋税

オーダー研修

難易度 ★★★★★

対応OS

プライベートレッスン
1対1の個人レッスン、
3名までの小規模研修をご希望の方へ、
プライベートレッスンをご
用意しています。研修用設備がない場所でのレッスンもご相談ください。

教室レンタル
教室がお休みの日に、
会場を丸ごとお貸しいたします。
Windows, Macintosh両対応。企業研修や新製品発表会などに最適です。
座学に適した会議室もございます。

10:00〜16:30×1日間

Photoshop 実務必須テクニック

難易度 ★★★★☆

企業や各種団体の教育研修や講習会に、
講師を派遣します。自社環境による講習で、
OJTに近い実践的な研修が可能です。
当スクールの得意とするDTP・印刷関連の豊富なカリキュラムを元に、
お客様の業務
内容に焦点をあてたカスタム研修など、
さまざまなご要望に対応いたします。

10:00〜16:30×1日間

本講座では、
Photoshopで画像を扱う上で必要となるラスター画像の特性を理解して、

対応OS

講師派遣

講師派遣同様、
お客様の業務内容に焦点をあてたカスタム研修など、
さまざまなご要望
に対応した研修内容のコーディネートに加え、
当スクールの研修会場を貸切でご利用い
ただくプランです。
jQuery ではじめる JavaScript 入門
充実したハード・ソフト環境のもとでの効率的な研修が可能。
本講座は、
JavaScriptの基礎を身につけながら、
jQueryも活用した効率のよいスクリプ
準備等すべてお任せいただけますので、
研修にかかる手間ひまを最小限に抑えることが
ティングについて学ぶことを目的としています。初心者の方が理解しやすいよう、
目で見て
で
き
ます。
結果が確かめられるサンプルを選び、
実際にコードを書きながら段階的な解説を行います。

Web

Photoshop ベーシックトレーニング

難易度 ★★★☆☆

企業向けサービス

InDesignの基本操作とページ機能の基礎を習得した方を対象とした制作実践講座で
す。縦組み小冊子
（28ページ）
の制作課題をテーマに、ページ設計からテキストデータ
の取り込み、
文字組み、
スタイル、
ルビ、
表組み、
目次等、
一連の作業を解説します。

InDesign 実践講座〜 Excel 連携＆応用機能編

対応OS

受講後2ヶ月間、
テキストに記述された内容についてのご質問をメールでお受けします。

InDesign 実践講座〜縦組み小冊子編

Illustrator スキルアップ〜作図・描画編

難易度 ★★★★☆

質問受付

受講料 30,000円＋税

カリキュラムなど講座詳細情報は
ウェブサイトに掲載しております
http://www.jagra.or.jp/school

