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職業人講話

過去の生徒さんの作品

株式会社ジョイフルタウン
「月刊にいがた」編集長に
よるエディトリアルデザイン
など含め講話いただきます。

DTP、Web実技、デザイン

DTP 実技では企画、撮影、編集を行
い実践的な操作を取得できます。
Web 実技では HTML、CSS などを
使用し Web サイトを制作します。デ
ザインは、より良く見えるための知識
や技術を学びます。
今すぐ下記URLをチェック！！

ソフト操作

訓練実施機関：株式会社Tableau 訓練科名：グラフィック実践クリエート科

Adobe から認 定を受けた　    
Illustrator®CS5インストラクター、
Dreamweaver®CS5 エキスパー
トの講師により、実践的なソフト操
作の訓練を行います。

企画提案基礎知識

企画提案をするための文章
表現、プレゼンテーション、
コミュニケーションについて
学びます。

株式会社タブロ　新潟市中央区西堀通6番町884番地 第一カトウビル5F  mh@tableau.co.jp
Adobe認定のトレーニングセンターです。

担当： 羽 賀

お問い合わせ
お気軽にお問い
合わせ下さい

訓練についてのお申し込み方法は、住居所を管轄するハローワークまでお問い合わせ下さい

Adobeのソフトについて学んで活かそう

広告制作・DTP制作・Web制作の
実践的な技術を習得！！

Adobeのソフトは広告業界の他にも営業職、一般事務職など幅広く活躍しています。
このソフトを使用し、基本操作から実践的な技術を学び就職をサポートします。

TEL:025-211-3233
FAX:025-211-3235
http://tableau.co.jp

http://tableau.co.jp/training/

受講料無料！（テキスト代:14,137円（税込み））受講生募集!

過去の生徒さんが制作したフリーペーパーやWebサイトを見る事ができます。 Illustrator®クリエイター能力認定試験　エキスパート
Photoshop®クリエイター能力認定試験　エキスパート
DTP検定　Ⅱ種

訓練修了後に取得できる資格（任意受験）
応募方法は
裏面に

ございます。

作れるだけで終わらない実践的な広告デザイン術 訓練
期間 10/18（火）～4/17（月）

H.28 H.29

職場見学への交通費 実費（新潟市内1回）

※上記全て使用します

Illustrator® CS５
Photoshop® CS５
Dreamweaver® CS５

InDesign® CS５
Acrobat® 9 Pro

求職者支援訓練 実践コース　グラフィック実践クリエート科　訓練番号 : 4-28-15-02-10-0058

グラフィック実践クリエート科 6ヶ月コース始まる!!グラフィック実践クリエート科 6ヶ月コース始まる!!

DTP ドキュメント
デザイン Web

Adobe
Creative Suite®5 



訓練風景

訓練実施機関：株式会社Tableau 訓練科名：グラフィック実践クリエート科 担当： 羽 賀

訓練についてのお申し込み方法は、住居所を管轄するハローワークまでお問い合わせ下さい

グラフィックセンター新潟
新潟県新潟市中央区西堀通6番町884 第一カトウビル 4Ｆ

最寄り駅:新潟駅／古町バス停から歩いて3分

6ヶ月間
12名

9/268/15 月月
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9:20～16:00（月～金曜）　休憩10分　昼休み1時間
※土・日・祝日・一部平日休み（10/21・28、11/4・11・14・18、
　　　　　　　　　　　　　 12/16・29～1/4、2/3・17、3/3・10）有

キーボード操作
ができる方

104日間

※駐車場はございません。
近隣の駐車場をご利用ください。

実践コース（クリエート分野）

グラフィック実践クリエート科
ご応募は
お早めに

学
　
　
科

実
　
　
技

科　　目 科　　目　　の　　内　　容 訓練時間

お問い合わせ
お気軽にお問い
合わせ下さい

選考・訓練場所

新潟駅

信濃川

西堀通り

←至市役所

萬
代
橋

●NEXT21 ●みずほ銀行
●セブンイレブン

●日本銀行新潟支店

●三越 ●イタリア軒

第一カトウビル4F

千歳ビル 4F

グラフィックセンター新潟

広告業界へ就職するために業務に従ったデータを正確に早く制作でき、意図した方向性のビジュアルを作り上げることが
できるようになり企業の即戦力となる訓練目標（仕上がり像）

株式会社タブロ　新潟市中央区西堀通6番町884番地 第一カトウビル5F  mh@tableau.co.jp
Adobe認定のトレーニングセンターです。

～

受講申込者が募
集定員の半数に
満たない場合は、
中止となる場合
があります。ご了
承ください。

〒951-8061 新潟市中央区西堀通6番町884番地 第一カトウビル4F
グラフィックセンター新潟

説明会を実施します

応募申し込み方法

お電話にて受付中!!

の毎週土曜日

申し込み 締切9/26 月

選考試験 10/1土

面接時間をお電話等でお知らせします。

下記の試験会場にて、面接と簡単な筆記試験を実施します。
筆記用具をご持参の上、事前にお知らせした時間にお集まりください。

住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。

結果通知 10/7金

9/8/
1

2

3

4

5
選考の結果を郵送通知致します。

土20 土24
グラフィックセンター新潟会場 :10:30～（1時間程度）開催時間 :

～

※輪番制で朝清掃があります。

TEL:025-211-3233
FAX:025-211-3235
http://tableau.co.jp

受講生募集!

10/18（火）～4/17（月）
H.28 H.29

ベクターグラフィックス演習
フォトレタッチ演習
グラフィックデザイン基礎演習
DTP実践

広告実践

Webソフト基礎演習

Webサイト演習
ポートフォリオ制作

ベクターデータの作成　テーマに沿ったスムーズな操作方法（使用ソフト：Illustrator CS5）
ビットマップ画像の編集　テーマに沿ったスムーズな操作方法（使用ソフト：Photoshop CS5）
基礎的なグラフィックデザイン　広告制作の構図、配色、素材、文字、配置、イラスト
印刷用のパーツ制作　図、表、文字組の作成　広告媒体に合わせたデータ制作、レイアウト、
入校データ制作（使用ソフト：Adobe InDesign CS5、Acrobat 9 Pro）、
企画・立案、企画に合わせた応用的なDTP制作実習
広告制作実習　文字組、画像処理、イラスト、レイアウト、出力、校正、編集
企画提案するための文章表現、プレゼンテーション、コミュニケーション
HTMLとCSSのコーディング　テーマに沿ったスムーズな操作方法
（使用ソフト：Dreamweaver CS5、Photoshop CS5）
HTMLでのサイト制作、CSSを使ったページ設定、Webページ制作の補助、サーバーアップロード
作品制作

72時間
48時間
54時間
54時間

54時間

70時間

93時間
22時間

行事
コンピュータ基礎知識
Web基礎知識
企画提案基礎知識
デザイン知識
安全衛生
就職支援

開講式（1H）、オリエンテーション（１H）、修了式（２H）
コンピュータの基礎知識、活用方法
インターネットの基礎知識
企画提案をするための文章表現、プレゼンテーション、コミュニケーション
デザイン概論、DTP概論、表現方法、実務ワークフロー
VDT、快適な職場づくり、健康管理、ストレス
履歴書、職務経歴書の作成、面接指導

21時間
2時間
24時間
78時間
1時間
6時間

職場見学「印刷フローの見学」（3H）、職業人講話「広告業界と実行例」（3H）「雑誌業界の現状 (雇用情勢 )と今後」（3H）

求職者支援訓練 実践コース　グラフィック実践クリエート科　訓練番号 : 4-28-15-02-10-0058

受講料無料！（テキスト代:14,137円（税込み））
職場見学への交通費 実費（新潟市内1回）


