2019 年度 新入社員研修（18日間）のご案内
日本プリンティングアカデミー（JPA）は、経営・マーケティング・生産技術を総合的に身に着け、事業革新と社会的価
値向上に貢献できる人財育成を行っています。関連企業から支援を受けた充実した製造現場レベルの設備をフル活
用し、約1カ月間、印刷全工程を座学と実習を織り交ぜながら、企業見学や、コミュニケーション訓練を行い、実務
に必要なスキルを総合的に学べます。是非、御社の社員教育にご活用ください。

18日間コース申込手続き
１）書類の提出／ 受講申込書： 締切日2019年3月15日
（金）着
２）研修費用納入／2019年3月29日 (金 )までにお振込みください 。※お振込み確認後、受講証の発行となります。
３）受講証送付
【会社派遣の受講生】会社ご担当者様に受講者全員分を送付いたします。
【それ以外の受講生】ご本人様に送付いたします。

期間
2019年4月3日
（水）～4月26日
（金）までの18日間

オリエンテーション（入校式）
2019年4月3日
（水）9：00登校
9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 17：00

オリエンテーション（入校式）
授業

※懇親会として、昼食会を設けています。昼食は学校で準備いたします。
※本学生と関係者ご来賓、18日間コースの受講生の皆様にご参加いただいております。

1日のタイムスケジュール
1時間目 9：00～10：00

2時間目 10：15～11：15

5時間目 14：45～15：45

6時間目 16：00～17：00

3時間目 11：30～12：30

4時間目 13：30～14：30

※8：45までに登校してください。

費用
費用：300,000 円（税込）
費用に含まれているもの

費用に含まれていないもの

●ランチコミュニケーション代

●カリキュラムに組まれている

（入学式と本校が設定した最低3回分の昼食補助）
●教科書その他備品
（USB、ファイル、日誌、自己分析テスト費用等）
●レクレーション（本校主催に限る）の茶菓

学外演習、実習先への交通費 (公共交通機関 )
●自宅から本校までの18日間の通学交通費

フォローアップ プログラム のご案内
本校は「新しいビジネスを創造する」人財育成を、教育目的・方針としています。
貴社で実施される研修との差があるとすれば、学校である JPAでは「教えることのプロ」が、少人数制でコー
チしていくことです。その為、貴社の社内研修と合わせて、本校のプログラムを活用頂く事により、多角
的な視野を持った、自分自身で成長する力を持った人財育成が期待できます。それにはステップ（段階）
を踏み、効果が期待できる最良のタイミングで実施し、PDCAサイクルで継続・持続させることが重要です。
ぜひ本校のフォローアッププログラムをご活用ください。

フォロー１
2019年 9月開催（ 2日間 ）8：45 ～17：00
費

※開催日程は追って通知いたします。

用 ： 30,000円（税込）

開講クラス ： 営業フォロークラス／ＤＴＰフォロークラス

フォロー 2
2020年 1月開催（ 1日間 ）8：45 ～17：00
費

※開催日程は追って通知いたします。

用 ： 15,000円（税込）

開講クラス ： 営業フォロークラス／ＤＴＰフォロークラス

コース
金額

新入社員支援

フォロークラス

2019年4月開催

2019年9月開催

（18日間：新入社員）

（２日間：営業 orDTP）

300,000円（税込）

フォロークラス
2020年1月開催

（１日間：営業 orDTP）

30,000円（税込）

15,000円（税込）

費用合計

345,000円 (税込 )

研修費振込先
振 込 先：三井住友銀行小石川支店
口座番号： ３３６２２９１
口座名義：（学）日本プリンティングアカデミー
※助成金の対象になるコースです。申請をお考えの方は、開始予定の１か月半前までに書類作成の手続きが必要です。ご検討中の方は、
早めにご相談されることをお勧めします。

お問い合わせ
●研修内容に関する窓口／石原

新しいビジネスを創造する

●入金に関する窓口／船津

所在地
ＴＥＬ

TEL：03-3811-2734

〒112-0002 東京都文京区小石川 4－13－2
03-3811-2734

ＦＡＸ

03-3811-3557

Mail

in f o@j p a . a c . j p

新入社員・中途採用研修 研修風景のご紹介
～富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社様研修より～
日本プリンティングアカデミーの研修は、現場と同じレベルの設備をフル活用し、企画デザイン・撮影からデジタル印刷、オフセット印刷のす
べての工程を経て、作品づくり（印刷物）を体験できる内容です。

1

『印刷概論』

2

『企画、撮影、コンテンツ制作体験演習』

3

『W/F、面付け、出力体験演習』

4

『オフセット印刷物製作演習』

印刷の歴史、印刷の基本５大要素と印刷の工程（印刷物製造の流れ）、印刷4大版式、網点、線数（lpi、dpi）、諧調などの基礎的な専門用語＆概要を学びます。

オリジナルDMを作る演習です。企画デザインの基礎、デザインとレイアウトのセオリー、デジタル一眼カメラ、大型ストロボでの撮影、RAWデータの設定と現像、フォトショップに
よる画像処理、イラストレーターでDMを制作します。

デジタル印刷機で小冊子の面付け・出力やカラーマッチング（CMS）をします。
インデザインによるミニパンフレット製作・編集を行い、プリフライトチェック、PDF作成・面付け・プルーフ出力・CTP出力・検版まで基本的な工程を学びます。

印刷機の基本構造、印刷版式の理解、オフセット印刷で使われる関連資材について（版、インキ、H液等）、印刷機の操作・印刷物製造体験（印刷前準備、印刷、見当・色合わせ、印
刷物測定、後片付け）、印刷トラブル対策、印刷品質管理法を学びます。

沢山の企業様に受講いただいています！
■印刷技術研修
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ 株式会社 様

キヤノン 株式会社 様

株式会社 金羊社 様

株式会社 新星コーポレイション 様

株式会社 エムティサービス東日本 / 西日本 様

株式会社 メディアテクノロジー ジャパン 様

東京インキ 株式会社 様

春日印刷工業 株式会社 様

東京都印刷工業組合 様

公益社団法人 日本印刷技術協会(JAGAT) 様

アイマー・プランニング 株式会社 様

小林クリエイト 株式会社 様

株式会社 前田精版印刷所 様

大盛印刷 株式会社 様

■新入社員・中途採用者 3週間コース
日経印刷 株式会社 様

株式会社 サンワ 様

岩橋印刷 株式会社 様

昭和パック 株式会社 様

光村印刷 株式会社 様

新しい印刷ビジネスを創造する

株式会社 キング印刷紙工 様

株式会社 ピクトリコ 様

学校法人 日本プリンティングアカデミー
２０１９年度 新入社員研修（５日間／3日間）コース案内

日本プリンティングアカデミー（JPA）は、経営・マーケティング・生産技術を総合的に身に着
け、事業革新と社会的価値向上に貢献できる人財育成を行っています。関連企業から支援を受け
た充実した製造現場レベルの設備をフル活用し、企画デザイン・撮影からデジタル印刷、オフセ
ット印刷までの知識や工程が自分の作品（印刷物）を創りながら修得できる、社員教育講座を開
講しています。是非、御社の社員教育にご活用ください。
○ 申込手続き
１）受講申込：貴社情報と受講者の情報を指定用紙に記入しご提出ください。
２）研修日納入：研修開始2日前までにお振込みください。
※受講申込書を受け取り次第、請求書を発行いたします。
〇 研修催行人数／最低３名様から最大１０名様まで。※研修効果を考慮し少人数制にしています。
○ 開催予定日 （定員になり次第締め切らせていただきます。）
［2019年5月開催：５日間］

［2019年6月開催：５日間］

➊2019年5月13日(月)～17日(金)

❹2019年6月3日(月)～7日(金)

❷2019年5月20日(月)～24日(金)

❺2019年6月10日(月)～14日(金)

❸2019年5月27日(月)～31日(金)

❻2019年6月17日(月)～21日(金）
❼2019年6月24日(月)～28日(金)

［2019年5月開催：３日間］

［2019年6月開催：３日間］

➊2019年5月15日(水)～17日(金)

❹2019年6月5日(水)～7日(金)

❷2019年5月22日(水)～24日(金)

❺2019年6月12日(水)～14日(金)

❸2019年5月29日(水)～31日(金)

❻2019年6月19日(水)～21日(金）
❼2019年6月26日(水)～28日(金)

○ 1日のタイムスケジュール
★８：４５までに登校してください。
１時間目 ９：００～１０：００

4時間目 １３：３０～１４：３０

２時間目 １０：１５～１１：１５

5時間目 １４：４５～１５：４５

３時間目 １１：３０～１２：３０

6時間目 １６：００～１７：００

○ 費用総額 ：

５日間／１２０，０００ 円（税込）

３日間／８０，０００円（税込）

～ フォローアッププログラムのご案内～
本校は「新しいビジネスを創造する」人財育成を、教育目的・方針としています。
貴社で実施される研修との差があるとすれば、学校であるJPAでは「教えることのプロ」が、少人数制で
コーチしていくことです。その為、貴社の社内研修と合わせて、本校のプログラムを活用頂く事により、多
角的な視野を持った、自分自身で成長する力を持った人財育成が期待できます。それにはステップ（段階）
を踏み、効果が期待できる最良のタイミングで実施し、PDCAサイクルで継続・持続させることが重要です。
ぜひ本校のフォローアッププログラムをご活用ください。

【１】2017年９月開催（2日間開催）８：４５～１７：００
費

用

：

３０，０００円（税込）

補講開講クラス

：

営業フォロークラス／ＤＴＰフォロークラス

【２】2018年１月開催（1日開催）８：４５～１７：００
費

用

：

5日間
金額
3日間
金額

※開催日程は追って通知いたします。

１５，０００円（税込）

補講開講クラス

研修

※開催日程は追って通知いたします。

：

営業フォロークラス／ＤＴＰフォロークラス

新入社員支援

フォロークラス

フォロークラス

2017年4月開催

2017年９月開催

2018年１月開催

（対象：新入社員）

（対象：営業orDTP）

（対象：営業orDTP）

120,000円（税込）

30,000円（税込）

15,000円（税込）

145,000円(税込)

80,000円（税込）

30,000円（税込）

15,000円（税込）

125,000円(税込)

合計

○ 費用振込先
振 込 先 ： 三井住友銀行小石川支店
口座番号 ： No.３３６２２９１
口座名義 ：（学）日本プリンティングアカデミー
※助成金の対象になるコースです。申請をお考えの方は、開始予定の１か月半前までに書類作成の手続きが必要
です。ご検討中の方は、早めにご相談されることをお勧めします。

研修内容に関する窓口／石原
入金に関する窓口／船津
TEL： 03-3811-2734

