
訓練実施施設
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訓練対象者の条件

訓練目標

訓練期間

訓練時間

定員 30名

自己負担額(税込み）

12月8日 16:00

12月14日 16:00

安全衛生 ＶＤＴ作業と安全衛生

ブラウザ上で使えるUI/UXデザインツールFigmaを使ったWebデザインの制作実習

Webマーケティングの基礎とターゲティング、プロモーション、コンテンツマーケティング

訓練内容

科目 科目

グラフィック処理ソフト実習
(Photoshop)

Adobe Photoshopを使った画像加工とバナー作成
（サイズ変更・トリミング・色調補正・合成等）

HTML・CSSを使い、PC、スマホ、タブレットなどマルチデバイスで表示可能なレスポンシブデザインのス
マートフォンサイトを作成

Webサイト制作実習

CMS構築実習(WordPress)

グラフィック作成ソフト実習
(Illustrator)

jQuery実習

Adobe Illustratorを使ったロゴマークデザイン
（オプジェクト作成、クリッピングマスク、整列、テキストデザイン等）

スチール撮影実習 バナーデザイン、ECサイト運営に必須の商品、照明のセッティングと商品・人物の撮影

ポートフォリオサイト制作実習

ポートフォリオ制作実習 就活用のポートフォリオ（作品集）作成

Web動画撮影実習 Adobe PremiereProを使って、Web素材としてのCM作成（企画立案・シナリオ作成・動画撮影・編集実習）

JavaScriptプログラミング実習

施設見学会
日程（要事前予約）

就職支援 職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導

Webマーケティング概論

Webサイト制作概論
Webサイト制作のためのコンセプト設定、進行スケジュール、ワイヤーフレームの作成等、制作の流れを
習得

Webデザインツール実習(Figma)

アニメーション制作実習
(After Effects)

就活用のWebサイト制作（企画立案からデザイン、コーディング、サーバアップまで一連の流れを学ぶ）

プロトタイプ制作実習(XD) Adobeアプリ XD（エクスペリエンスデザイン）を使ったプロトタイプ(Webデザインレイアウト)制作実習

12月12日 16:00

そ
の
他

開発プラットフォーム実習(Git/GitHub)  

アジャストアカデミー
基礎 実践

募集期間

04-13-002-11-0558

2022年12月6日～2022年12月20日

スマートフォンサイト制作実習
(HTML,CSS)

デザイン概論 名刺、広告、Webサイト等、グラフィックデザイン、Webデザインのレイアウトや色彩についての知識を習得

HTML実習 HTMLを使ったWebページ作成

ファイルのバージョン管理を行う開発プラットフォームの実習

CSS構築実習 CSSを使ったWebサイトデザイン作成

6

ウィンドウズマシンの基本操作ができる、マウス操作及びキーボードを両手で操作できる、フォルダ管理ができること。

HTML、CSS、Adobe Photoshop、Illustrator、XD、Figma、After Effects、Webマーケティング、jQuery、JavaScript、Git/GitHub、WordPress、スチール撮
影、動画撮影・編集、DTP、SNSライティングなど、Webデザイナー、ディレクターに必要な知識・技能を習得し、Web制作会社、広告代理店、ECサイトの
業務に従事する。

土日祝の訓練
実施の有無

有2023年1月26日～2023年6月10日

JavaScriptのフレームワーク(jQuery)を使用したプログラムのアニメーション制作実習

UI/UXデザイン概論

16:00

9:10～14:35

（受講申込者が募集定員の半数に満たない場合は、訓練の実施を中止することがあります）

教科書代　16,500円

第３回目 第４回目

第１回目 第２回目

12月16日

【職業人講話】
●「Webクリエイターとしてのキャリアデザイン」　株式会社フェローズ （３H）
●「クリエイターに求められるコミュニケーションスキルとWeb業界の可能性」　株式会社エスケイワード （３H）

jQuery活用実習（各種jQueryプラグイン設置）

Adobe AfterEffectsを使って、映像の編集、エフェクトの追加などWeb用モーショングラフィックスを作成

WordPressを使ったWebサイト構築（システム導入・インターフェイスのカスタマイズ）

Web・デザイン業界で就活に役立つポートフォリオ（作品集）サイト作成

学
科

実
技

上記開催日以外も開催しております。※問い合わせ先（03-5291-9518）
（随時アジャストアカデミーのWebサイトにて日程を更新しております。Webフォームからも日程を選択し、ご予約ください）

SNSマーケティング概論

Web動画編集基礎

jQueryのダウンロード・組み込み・利用法を習得

制作者と依頼者間の効果的なコミュニケーション術、ヒアリング提案、企業の課題発見手法、カスタマー
ジャーニーマップの構成、現実型ペルソナモデルに対する訴求サービスの提案とロジカルシンキング手
法

アクセス解析の基礎知識と活用法

JavaScriptのフレームワーク(jQuery)を使用したプログラムの基礎知識

PCはもちろん、スマホやタブレットから見たサイトを、より分かりやすく、使いやすくするためのデザイン知
識を習得

WebコンテンツやSNS（Instagram、Twitter）、アルゴリズムの理解等や運用、ライティングに役立つ文章作
成やライティング手法の知識

動画編集ソフトAdobe PremiereProの基本操作を習得

jQuery基礎

Webディレクション概論

Web解析概論

JavaScriptプログラミング基礎



B-5

受験時期 受験料

2023年6月中旬（任意受験） 7,500円

2023年6月中旬（任意受験） 7,600円

2023年6月中旬（任意受験） 7,600円

選考日

選考予約先（電話番号）

時間

持ち物

選考結果発送日

選考方法

選考会場の住所

最寄駅

訓練実施施設名

〒160-0021

ＴＥＬ番号
（問い合わせ先）

ＦＡＸ番号

メールアドレス

お問い合わせ担当者

最寄駅

上記に必ず予約の電話をしてください。選考時間は予約時にお知らせします。

筆記用部（えんぴつ・消しゴム・消えないボールペン）

地図添付

2023年1月10日

Web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(スタンダード)

Illustrator®クリエイター能力認定試験(スタンダード)

※募集期間終了間際になりますとハローワークの受付窓口が大変混雑いたしますので、お早めの受講申込み手続きをお勧めいたします。

訓練実施施設
の住所

03-3200-4398

kikin@adjust.ne.jp

セキグチ ・ オオイシ・サイトウ

各線　東新宿・新宿三丁目駅

03-5291-9518

東京都新宿区歌舞伎町2-2-15ヒルコート東新宿ビル3F
(ブルー教室)

最
寄
駅
か
ら
訓
練
実
施
施
設
ま
で
の
地
図

地図は同上アジャストアカデミー

求職者支援制度について、三遊亭円楽師匠がご紹介します。【動画】http://www.jeed.go.jp/js/shien/shiro.html

ＰＲポイント（目指す仕事内容、就職先実績、訓練内容の工夫等）

最
寄
駅
か
ら
選
考
場
所
ま
で
の
地
図

03-5291-9518

2023年1月13日

面接

〒160-0021
　東京都新宿区歌舞伎町2-2-15

ヒルコート東新宿ビル3F

各線　東新宿・新宿三丁目駅

※受験料については、変更されることがあります。

修了後に取得できる資格

ウェブ制作会社が運営する学校だから、現場が求めるスキルと採用につながる就活方法を指導できます！
  AdobeCCイラストレーター、フォトショップ、XD、AfterEffectsをはじめとした

クリエイティブ重視のカリキュラムがメイン。
PCサイトやスマホサイトはもちろん、名刺やロゴなどのグラフィックデザイン、Webマーケティングの時間も充実。
ネットショップ業界必須のワードプレスも学ぶほか、応募先企業の目に留まるポートフォリオの作成も実施します。
受講者全員にサーバを無料貸与し、全員のサイトを公開するので、就活先に制作実績としてアピールすることができます。
就職支援では、IT企業ならではの業界内人脈を生かし、現場が求める求人像、求人情報を提供します。
充実した設備と実践に即したカリキュラムは、多くの修了者から非常に高い評価をいただいております！

←明治通り沿いの

１Fに「まいばすけっと」があるビル

３Fです！

見学会は、

こちらのQRコードからご予約下さい。

←明治通り沿いの

１Fに「まいばすけっと」があるビル

３Fです！

見学会は、

こちらのQRコードからご予約下さい。

■修了者の就職実績一例です。
広告代理店：博報堂様
広告制作会社：電通テック様
ECサイト：アマゾンジャパン株式会社様
IT企業：楽天株式会社様
IT企業：株式会社カカクコム様
IT企業：トランスコスモス株式会社様
IT企業：チームラボセールス株式会社様
IT企業：ミツエーリンクス様
IT企業：サイバーエージェント様
IT企業：GMOインターネット株式会社様
出版社：株式会社スクウェア・エニックス様
出版社：株式会社ダイヤモンド社様
出版社：株式会社サイゾー様
陶磁器メーカー：株式会社ロイヤルコペンハーゲンジャパン様
マスコミ企業：株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズ様
マスコミ企業：株式会社TBSディグネット様
マスコミ企業：株式会社テレビ朝日メディアプレックス様
学校法人：首都大学東京(現：東京都立大学)様
ウェブ制作会社：株式会社アンティー・ファクトリー様
ウェブ制作会社：株式会社モノサス様
ゲーム制作会社：株式会社Cygames様
新聞社：朝日新聞様
マーケティング会社：東武ビジネスソリューション株式会社

ほか多数就職実績！

■Adobe After Effectsでモーション グラフィックを！

■eラーニングの動画が無料で見放題！
HTML/CSS、Adobeアプリ、Webマーケティングなど、
アジャストオリジナルのオンライン動画講座が受講期間
中、無料で使い放題！ 訓練の予習、復習にお役立てく
ださい！

■Web未経験からクリエイターに！ 修了者の転職例
57歳女性：元繊維メーカー総務事務 ⇒ アパレルメーカーWebデザイナーに
44歳男性：元レンタルビデオ店アルバイト ⇒ ゲーム制作会社グラフィッカーに
40歳女性：元家事手伝い ⇒ アパレルメーカーネットショップ担当者に
39歳男性：元清掃員 ⇒ アシスタントディレクターに
39歳女性：元コールセンター ⇒ コスメブランドWebディレクターに
37歳男性：元テレフォンオペレーター ⇒ フロントエンドエンジニアに
36歳女性：元家業手伝い ⇒ ソーシャルゲームキャラクターデザイナーに
34歳女性：元派遣事務 ⇒ キュレーションサイト企画編集に
30歳女性：元アパレル販売 ⇒ Web制作会社Webデザイナーに
28歳男性：元既卒無職 ⇒ Web制作会社マークアップエンジニアに
24歳男性：元居酒屋アルバイト ⇒ 印刷会社Web・グラフィックデザイナーに
30歳男性：元タクシードライバー ⇒ 制作会社Webディレクターに

■訓練中に受講者が作った作品です。
Photoshopの講義では、自分で撮った写真でバナーを作成します。

■就活に役立つ資格取得をサポート！

★画像処理のテクニックをアピールできる！

＜Photoshop®クリエイター能力認定試験（スタンダード）＞

★Webデザイナー、フロントエンドエンジニア志望なら！

＜Webクリエイター能力認定試験（エキスパート）＞

★グラフィックデザインのセンスが光る！

＜Illustrator®クリエイター能力認定試験（スタンダード）＞

■スチール撮影やWeb動画撮影、Webマーケティングなど、
クリエイティブの現場で役立つカリキュラムを盛り込みました。

講師陣は、Webデザイナー、プロカメラマン、映像ディレクター、
Webコンサルタントなど、第一線で活躍するプロフェッショナルぞろい。

↑スチール撮影実習風景

↑動画撮影指導は、
現役映像ディレクターの弓田先生

↑プログラマー 椛澤先生

Web制作未経験者が修了時に完成したサイトです。

ビジュアルエフェクトの業界標準ツールAfter Effectsを習
得すれば、ビデオと画像を組み合わせたり、文字が躍るエ
ンドロールやタイトルを制作することができます。オリジ
ナル作品を作って、クリエイティブ職への転職を実現しま
しょう！

↑ 担任は三好先生

mailto:kikin@adjust.ne.jp
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