
1日完結型のAdobe講習
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01はじめに

はじめての方にも、はじめての方にも、
プロユーザーにも。プロユーザーにも。

株式会社 Too は DTP の黎明期から DTP スクールを開講し、株式会社 Too は DTP の黎明期から DTP スクールを開講し、
デザイン・広告・印刷業界のデジタル化に寄与してきました。デザイン・広告・印刷業界のデジタル化に寄与してきました。

その Too が運営する DTP・Web デザインスクールが「Desi（デジ）」です。 その Too が運営する DTP・Web デザインスクールが「Desi（デジ）」です。 

現場の「プロ」の方々が新しい分野に挑戦する時、現場の「プロ」の方々が新しい分野に挑戦する時、
私たちはいつも、講習を通してお手伝いしてきました。私たちはいつも、講習を通してお手伝いしてきました。

そのノウハウが Desi の講習には盛り込まれています。そのノウハウが Desi の講習には盛り込まれています。

はじめての方にも、プロユーザーにも、はじめての方にも、プロユーザーにも、
講習を通じて新たな挑戦へのお手伝いを。講習を通じて新たな挑戦へのお手伝いを。



1日完結型講習「Desi」

02入学金・教材費0円
Desiは入学金はかからないため、初期費用を抑え
てご受講いただくことが可能です。
また教材費も講習費用の中に含まれているため、
ご予算を抑えていただけます。
「社員に受講させたいけれどなるべく費用を抑え
たい...」「1講座のみ受講させたいけれど入学金が
かかるとハードルが高い...」とお悩みの方にもお
すすめしております。

011日完結型講習※

Desiの講習はすべて1講座1日で完結するため、
お仕事のスケジュールと調整がしやすく多くの
方にご好評いただいております。
また、全11講座の中から自由に選択できるため、
本当に必要な内容のみを選択し、効率よくスキル
アップしていただくことが可能です。

※10:00 〜 17:00（昼休憩1時間程度含む）

03現場で役立つ
オリジナル教材
Desiでは現場のユーザーの方とのやり取りの中
で得たノウハウをもとに作成したオリジナルテ
キストを使用し、専任の講師が講習を担当。
講習後のアンケートでも「丁寧でわかりやすかっ
た」「すぐに仕事に活かせそうで満足です」など嬉
しいお声をいただいております。
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DTP講座案内

学習内容
●パネル操作
●オブジェクトの操作/作成
●カラー設定
●パスファインダー /グループ
●文字入力と画像の配置
●ペンツール
●アピアランス
●データの保存形式/出力

対象：初心者/今まで独学で学び基礎から確認したい方
目標：基本操作を学び簡単な印刷物の作成ができるようになる

Illustrator基本講座

Illustrator実践講座

学習内容
●トリムマークの作成
●レイヤー機能
●グラデーション/パターン
●画像の配置/文字組機能
●表の作成
●トレースとパスの単純化
●アピアランスと効果
●Web素材の作成と書き出し

写真加工やバナー広告などのWEB素材の作成は

Adobe Photoshop
チラシやWEB素材の作成まで幅広くカバー

Adobe Illustrator  

対象：中級者/基本講座相当の知識がありレベルアップがしたい方
目標：再編集しやすい印刷入稿データやWEB素材を作成する

学習内容
●画像合成（レイヤーマスク等）
●細かな選択範囲の作成方法
●フィルター効果/描画モード
●用途別の加工（シャープネス）
●Web素材の作成と書き出し
●立体的な変形作業
●より高度な色調補正
●自動化機能（アクション等）

学習内容
●パネル操作
●画像解像度
●画像合成/レイヤー機能
●カラーモード
●色調補正（色・明るさ補正）
●角度補正とレタッチ
●画像の切り抜き
●データの保存形式/出力

対象：初心者/今まで独学で学び基礎から確認したい方
目標：基本操作を学び簡単な画像合成や画像補正ができるようになる

対象：中級者/基本講座相当の知識がありレベルアップがしたい方
目標：画像の劣化を防ぎながら再編集しやすい画像加工方法を学ぶ

学習内容
【午前】
●レイアウトの法則
●文字やカラーの法則
●デザインの手法
【午後】
●課題制作：
　印刷入稿データの作成
※個別のご質問も承ります

対象：初心者/今まで独学で学び基礎から確認したい方
目標：基本操作を学び簡単な印刷物の作成ができるようになる

Illustrator&Photoshop演習講座

Photoshop実践講座

Photoshop基本講座
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1日完結型講習「Desi」

対象：中級者/基本講座相当の知識がありレベルアップがしたい方
目標：様々な文字組機能や自動化機能など実務に役立つスキルを学ぶ

カタログやパンフレットなど冊子の作成を効率的に

Adobe InDesign 

学習内容
●台紙作成（レイアウトグリッド）
●タブ
●文字組設定（縦組み/欧文 等）
●合成フォント
●インライングラフィック
●スタイルの活用
●自動化機能（相互参照 等）
●書籍機能（ブック/目次生成）

学習内容
●パネル操作
●台紙作成（マージン・段組）
●マスターページの活用
●画像の配置/トリミング
●テキストの配置/編集
●表機能
●プリフライトパネル
●データの保存形式と出力

※各講座26,400円（税込）でご受講いただけます。　※画像は講座内で作成するサンプルデータです。

対象：初心者/今まで独学で学び基礎から確認したい方
目標：基本操作を学び横組みの冊子を作成できるようになる

InDesign実践講座

InDesign基本講座

※後からのセット講座への切り替えも可能です。

セット講座のご案内
まとめて
お得

InDesign2講座セット
通常価格52,800円（税込）のところ...

OFF
16%

DTP5講座セット
通常価格132,000円（税込）のところ...

25
OFF

%約
OFF
35%

DTP4講座セット
通常価格105,600円（税込）のところ...

OFF
32%

DTP2講座セット
通常価格52,800円（税込）のところ...

25
OFF

%約
OFF
25%

44,000円（税込）

85,800円（税込）

70,950円（税込）

39,600円（税込）

●InDesign基本講座
●InDesign実践講座

●Illustrator基本/Illustrator実践
●Photoshop基本/Photoshop実践
●Illustrator&Photoshop演習

●Illustrator基本/Illustrator実践
●Photoshop基本/Photoshop実践

●Illustrator基本
●Photoshop基本
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WEB講座案内

HTML
CSS

動画やアニメーション制作を身に付けるなら

Premiere Pro/After Effects
WEBサイト制作を初めて学ぶ方は基礎知識から

HTML / CSS

WEBデザインの基礎知識講座Premiere & After Effects入門講座

学習内容
新規ファイルの作成

エフェクト/トランジション
テロップの作成
色調補正/クロマキー合成
モーション設定
テキストアニメーション
トラッキング
書き出し

対象：初心者/今まで独学で学び基礎から確認したい方
目標：基本操作を学び短い動画やアニメーションを作成する

対象：WEBサイト制作に初めて携わる方
目標：WEBページに必要な基礎知識やファイルの作成方法を学ぶ

学習内容
●WEBサイト制作の準備
●HTMLの記述方法
●CSSの記述方法
●ボックスモデル
●floatプロパティ/flexbox
●JavaScriptの活用
様々な画像形式と書き出し

●SEO対策の概要

5



1日完結型講習「Desi」

※各講座26,400円（税込）でご受講いただけます。　※画像は講座内で作成するサンプルデータです。

Adobeソフトを連携し効率的なWebサイト制作を

Adobe Dreamweaver

Dreamweaver実践講座

学習内容
●動画挿入
●スライドショー作成（jQuery）
●レスポンシブWebデザイン
●Webフォント
●clearfix
●CSSシグネチャ
●課題制作：1からサイト制作
　（レスポンシブ対応ページ）

対象：中級者/基本講座相当の知識がありレベルアップがしたい方
目標：目に留まるサイト制作の手法と基本講座の総復習を行う

Dreamweaver基本講座

学習内容
●サイトの定義
●HTMLファイルの作成
●CSSファイルの作成
●テンプレート機能の活用
●CSSの再利用
●Photoshop画像の挿入
●問い合わせフォームの作成
●サーバーへアップロード

対象：初心者/今まで独学で学び基礎から確認したい方
目標：基本操作を学びファイル作成からサイト公開までの手順を学ぶ

※後からのセット講座への切り替えも可能です。

セット講座のご案内
まとめて
お得

WEB3講座セット
通常価格79,200円（税込）のところ...

66,000円（税込）
●WEBデザインの基礎知識
●Dreamweaver基本/実践OFF

16%

WEB4講座セット
通常価格105,600円（税込）のところ...

88,000円（税込）

●Premiere&After Effects入門
●WEBデザインの基礎知識
●Dreamweaver基本/実践OFF

16%
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Other特別カスタマイズ講習

よくあるご質問

お申し込み・詳細

急な仕事が入り、講習の日程変更をしたいのですが可能でしょうか？
A.別の日程へお振替いただくことが可能です。お手数ですが下記お問い合わせ先まで変更ご希望日をご連絡ください。 
なお、場合によりキャンセル待ちも承りますのでご希望の方はご相談ください。

ソフトを使用したことがなくまったくの初心者ですが大丈夫でしょうか？
A.基本講座は、初心者の方にもご理解いただける内容で構成しております。なお、各アプリケーションの講習はPC（MacまたはWindows）の基本的な
操作（文字入力、メールなど）ができる方を対象としております。PC操作がご不安な方は一度ご相談ください。

領収書や請求書、受講を証明する修了書の発行は可能でしょうか？
A.領収書：原則当日クレジットカード支払いの方のみ弊社から発行しております。それ以外のお支払い方法でご希望の方はご相談ください。 
請求書：事前の銀行お振込の方へご請求書の発行が可能です。お申し込みの際、「事前の銀行振込：要請求書」をご選択ください。 
修了書：ご希望の方のみ受講最終日に発行しております。お申し込みの際、備考欄にてご相談ください。

PCの持ち込みやアプリケーションのインストールは必要でしょうか？
A.講習当日に使用する端末やアプリケーションはこちらでご準備させていただきます。 
筆記用具や必要でしたらご昼食のご準備をお願いいたします。

実務に合わせた企業研修の実施や、セミナー開催などのご相談もDesiにお任せください。
弊社Desi教室での貸切講習や、お客様先への訪問講習、Zoomを利用したオンラインセミナーなど多くの実績がございます。
「新入社員向けのAdobeソフトの研修を行いたい...」「中級者向けにスキルを統一したい...」など、様々な目的でご活用いただいております。

www.too.com/desi/tokyo/

desi

ホテル
オークラ東京

虎の門病院

新虎通り

虎の門
三丁目

虎ノ門
ヒルズ

虎の門
一丁目 銀座線

虎ノ門駅

日比谷線　
虎ノ門　
ヒルズ駅

虎ノ門36森ビル
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル3F

　東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」　A2番出口より徒歩約2分
　東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」　2番出口より徒歩約8分

　school_tokyo@too.co.jp

Q1

Q2

Q3

Q4

事例１：新入社員研修
新入社員を対象にPremiere Pro/Photoshop/ 
Illustratorの講習を2日間でお願いしました。
Desiで利用されているテキストの内容をベー
スに実務に合わせて組み立ててくださり受講
者にも「わかりやすかった」と好評でした。

事例2：スキルアップ講習
各自が独学で身につけていたIllustrator/
Photoshop/InDesignのスキルを統一する目
的で、基本操作や概念、実践的な内容を盛り込
んだ講習を実施致しました。「新しい発見が
あった」と好評です。

事例3：社内向けセミナー
年に1度のAdobeソフトのアップデートによ
る新機能を学び、より効率的な制作を行うた
めに新機能セミナーの開催を依頼しました。
Zoom開催のため全国支社で視聴ができ、社内
でも大変評判でした。


