
申込方法
右記の申込フローをご参考に
お気軽にご参加ください。

NPOパックスタートキャンペーン
Web/ITスクールのmswaveが提供する NPO法人/公益法人/社会福祉法人/
一般財団・一般社団法人※（非営利型のみ）スタッフ向け受講パックです。
※一般法人は、別途要件がございますのでお問い合わせください。

〒163-1515
東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー15F

JR 新宿駅、中央西口改札を出てエルタワー方向に向かい
ます。2Fまでエスカレーターで上がり、そこからエレベー
ターで15Fまでお越しください。

初心者～中級者向き、ソフトの利用が初めての方でも安心です。

Office、Illustrator、Photosho
p をご利用の方に朗報！

未経験者OK

開校日
月・火・木・金10:30～21:30

休校日
水・土・日・祝日

まずはお気軽にご連絡ください。

コース一例

特定非営利活動法人

NPOサポートセンター

通学校舎はこちら
マルチメディアスクール・ウェーヴ

キャンペーン期間 ： 2013年6月1日～8月31日
20名様
限定

※見学等をご希望の場合はご相談ください。

初歩からのExcelマスターコース

〒104-0061　東京都中央区銀座8-12-11 第2サンビル
TEL：03-3547-3206 FAX：03-3547-3207
info@npo-sc.org

定価
58,000円

※別途テキスト代がかかります。

50%
OFF

Office

NPO 割引

29,000円

Excel の基本操作から、関数やピボット
テーブルといった応用操作まで学習します。

グラフィック基礎講座（フォトショップ）
Adobeアドビフォトショップの画像加工や色調の補正

などの操作方法を学ぶ講座です。

定価
63,000円

NPO 割引

37,800円
40%
OFF

受講期間 3ヶ月間：1ヶ月あたりの受講料金 9,667 円

NPO団体
・NPO法人
・公益法人
・社会福祉法人
・一般法人
（非営利型のみ）

受講申請
NPO割引申込

審査結果連絡

受講要件審査 見学 /申込
受講
開始

受講期間 3ヶ月間：1ヶ月あたりの受講料金12,600 円

来校の上お申込手続きが必要になります。

チラシなどの制作を
内製化し、外注費を
削減したい！

パソコンスクールの
学習費用を極力抑えて
スキルアップがしたい！

時間に縛られず
自分のペースで
学習をすすめたい。

ソフトの基本操作から
実践的利用方法まで
しっかりと学びたい。

パソコン操作の
作業時間を短縮、
業務効率UPを
目指したい！

ポイント

3
ポイント

2
自由度の高い学習スタイル
学習方法はパソコンに映し出される映像に
沿って好きな時間に学習を進めることができ
るオンデマンドスタイルです。校舎ご利用時
間の中で、あなたのライフスタイルや学習の
ペースに合わせて通学することができます。

ポイント

1
通常受講料より大幅割引
Excel や Word のオフィス系講座は 50％
OFF、イラストレーターやフォトショップと
いったアドビ ソフトに関 する講 座 は
40%OFF です。期間限定のお得な割引で
す。是非ご利用ください。

豊富なカリキュラム
HTML やデザイン、初歩的なプログラミン
グ、Word や Excel などベーシックPCスキ
ルを幅広くご用意しております。

20時間 15 時間

※NPO 割引申込には受講要件の審査
がございます。審査後、スクール見学
の上で申込手続きを行います。

申込URL
http://p.tl/8rPQ



受講料金は2013年6月1日現在のものです。
※受講料金は都合により改訂する場合があります。予めご了承ください。

講座名
時間
数

金額
(税込)

NPO価格
（税込）

講座概要

Webエッセンシャル講座 10 ¥42,000 ¥25,200
インターネットの知識と、Web の基本「HTML」を学ぶ講座です。仕事でWebサイトの担当に
なった方、趣味でサイトを制作したい方、基礎を復習したい方にオススメです。インターネッ
トを学ぶ最初の一歩を踏み出しましょう。

XHTML+CSS基礎講座 15 ¥72,000 ¥43,200
XHTMLという厳格なHTMLの学習とCSSの基本を学習する講座です。Webコーディングにおいての
スタートとなる講座ですが最初から全てを覚える必要はなく、自分で調べて記述する力をつけ
ていきます。

Webサイトデザイン講座 25 ¥138,000 ¥82,800

業界の標準であるPhotoshopを使ったデザイン制作の講座です。Webページデザインにおいて使
用されるPhotoshopの機能のみに絞って学習を行いますので、それ以上の機能についてはグラ
フィック基礎講座を受講する必要があります。FlashやFireworksについても簡単にふれていま
す。

Webサイト構築講座 20 ¥78,000 ¥46,800
業務でサイトを設計する際の一般的な流れを解説し、実践編では手順を追ってシミュレーショ
ンを行います。実際に企画書や、スケジュール、ワイヤーフレームを制作します。

グラフィック基礎講座 30 ¥126,000 ¥75,600
デザイン業界で一般的なIllustrator・Photoshop のスキルを作品制作をしながら短期間で習
得します。広告系営業職なら「デザイナーへ修正指示」、販売職なら「簡単なチラシ作成」な
ど、広く活用できるスキルです。

グラフィック基礎講座
（イラストレーター）

15 ¥63,000 ¥37,800
グラフィック基礎講座からイラストレーターのみ抜粋した講座です。イラストレーターのみを
学習したい方は本講座がおすすめです。

グラフィック基礎講座
（フォトショップ）

15 ¥63,000 ¥37,800
グラフィック基礎講座からフォトショップのみ抜粋した講座です。フォトショップのみを学習
したい方は本講座がおすすめです。

CSSデザイン実践講座 10 ¥48,000 ¥28,800
CSS はページの記述を簡略化しながら絶大なSEO 効果を生み出し、さらに瞬時にページのレイ
アウトやカラーなどのイメージ変更が可能です。基本的なレイアウトやセオリー、問題への対
処法など、CSS の基本技術を学習します。

デザイン概論講座 10 ¥48,000 ¥28,800
デザインは感覚ではなく、必然性（そうである理由）がある！デザインに関する質問に感じた
ままに答えてください。講座では、正解とその理由・結論を解説します。また、デザインの作
成手順やコンセプトを教材の内容を踏まえて解説します。

Webコーディング
実践講座

10 ¥48,000 ¥28,800
コードの解説、応用、仕組など、CSS を深く掘り下げた講座です。XHTML の基礎から現場です
ぐに使えるCSS の技術まで、ワンランク上のコーディングノウハウを習得できます。

プログラミング
入門講座

5 ¥24,000 ¥14,400
本格的にプログラムを学ぶ以前に、必ず知っておきたいことを学ぶ講座です。プログラムに興
味があるWeb デザイナーの方や、プログラムの基礎を学習したい方におすすめです。

SEO概論講座 10 ¥58,000 ¥34,800
ツイッターやブログを使った最新SEO 対策からキーワードの選定方法、検索されやすいサイト
構成・タグ構成を学び、Google やYahoo! で上位表示されるサイト制作技術を身につけます。

Word基礎講座 10 ¥26,000 ¥13,000
標準ワープロソフト Word を基礎から学ぶ講座です。基本的な操作をはじめ、文字の入力や書
式設定、箇条書きや文字列の検索などいった便利な機能も学びます。

Word応用講座 10 ¥36,000 ¥18,000
Word を実務で活かせるようにさまざまな機能を習得できる講座です。文字入力だけでなく、
図表の挿入や、印刷の設定などといった便利な機能も学べます。

Wordビジネス講座 10 ¥48,000 ¥24,000
ソフトの操作方法をマスターしたら、さまざまなビジネスシーンを想定した課題を作成しま
す。実際に書類を作成しながらスキルを身に付けましょう。

Excel基礎講座 10 ¥26,000 ¥13,000
標準表計算ソフトの Excel を基礎から学びます。基本的な操作方法をはじめ、表の作り方や
データの入力、数式と関数、グラフの作り方などの機能を学ぶ講座です。

Excel応用講座 10 ¥36,000 ¥18,000
Excel を使いこなし、実務で活用できるレベルを目指しましょう。関数やグラフ、データベー
スやピボット、マクロなど、一歩踏み込んだ内容を学習します。

Excel関数講座 15 ¥34,000 ¥17,000
関数は便利な存在ですが、Excel の関数を全て覚える必要はありません。状況に応じて適切な
関数を選択・応用できるスキルを身に付けましょう。

Excelビジネス講座 10 ¥48,000 ¥24,000
Excel の機能をマスターし、社内外で使用できる書類や資料を作成します。さらに応用スキル
を身に付け、実務で資料作成ができるようになりましょう。

Access基礎講座 10 ¥34,000 ¥17,000
Access によるデータベースの作成を基礎から学ぶ講座です。基本的な操作方法をはじめ、目
的に沿ったデータベースを作成するスキルを身に付けましょう。

Access応用講座 10 ¥44,000 ¥22,000
Access による実用的なデータベースの作成を学ぶ講座です。クエリやマクロなどといった多
彩な機能を学んで、実務で役立つデータベース作成スキルを身に付けましょう。

PowerPoint基礎講座 10 ¥26,000 ¥13,000
PowerPointによるプレゼンテーションの作成を基礎から学びます。様々な機能や効果を学ん
で、効果的な資料を作成できるスキルとセンスを磨きましょう。

PowerPoint応用講座 10 ¥36,000 ¥18,000
PowerPointの高度なプレゼンテーション作成を学ぶ講座です。内容にあわせた演出方法と設定
を学び、効果的な資料を作成できるスキルを磨くことができます。

初歩からのWord
マスターコース

20 ¥58,000 ¥29,000
標準ワープロソフト Word を基礎から実務で活かせるように学びます。文字の入力や書式設
定、箇条書き、文字列の検索、図表の挿入、印刷の設定などといった様々な機能を学びます。
Word基礎講座とWord応用講座をセットにしたコースです。

初歩からのExcel
マスターコース

20 ¥58,000 ¥29,000
標準表計算ソフトの Excel を基礎から応用まで学びます。表の作り方やデータの入力、数式
と関数、グラフの作り方、関数やグラフ、データベースやピボット、マクロなど、様々な機能
を学びます。Excel基礎講座とExcel応用講座をセットにしたコースです。

初歩からのAccess
マスターコース

20 ¥78,000 ¥39,000
Access によるデータベースの作成を基礎から実践まで学ぶ講座です。基本的な操作方法をは
じめ、目的に沿ったデータベースを作成方法や、クエリやマクロなどといった多彩な機能を学
びます。Access基礎講座とAccess応用講座をセットにしたコースです。

初歩からのPowerPoint
マスターコース

20 ¥58,000 ¥29,000
PowerPoint によるプレゼンテーションの作成を基礎から学びます。様々な機能、内容にあわ
せた演出方法と設定を学び、効果的な資料を作成できるスキルを磨くことができます。
PowerPoint基礎講座とPowerPoint応用講座をセットにしたコースです。

マイクロソフトオフィス
スペシャリスト
取得基本パック

120 ¥187,200 ¥93,600
オフィス2010Word（基礎・応用）、MOS Word試験対策、MOS Word Expert試験対策、Excel（基
礎・応用）、MOS Excel試験対策、MOS Excel Expert試験対策がセットになったパックです。

マイクロソフトオフィス
スペシャリスト
取得スペシャルパック

160 ¥313,200 ¥156,600
オフィス2010Word（基礎・応用）、MOS Word試験対策、MOS Word Expert試験対策、Excel（基
礎・応用）、MOS Excel試験対策、MOS Excel Expert試験対策、Power Point（基礎・応用）、
Access（基礎・応用）がセットになったパックです。

office
2010

受講
期間

6ヶ月間

office
2010・
2007

受講
期間

3ヶ月間

Web/IT

受講
期間

6ヶ月間

NPOパック特別受講価格


