
お問い合わせ
お申し込みは

〒���-���� 岩手県遠野市青笹町中沢�-�-�  Fax.����-��-����
詳細はホームページにてご覧いただけます▶【URL】http://www.tono-vts.ac.jp/

☎����-��-����（職）遠野職業訓練協会
遠野　訓練

企 業 の発 展 は 人 づくりから。法 人 向 け人 材 育 成 、社 員 研 修 、資 格 取 得 講 習 を多 数 実 施しています。

info-tonovts@tono-vts.ac.jp

お申し込みは遠野職業訓練協会までお電話、メール、リーフレット裏面の申込書をFAX、いずれかの方法でお申込ください。
※申し込み締切は開催初日�週間前。ただし、定員になり次第締切ます。※会員とは（職）遠野職業訓練協会員を指します。
キャンセルポリシー／申し込み後のキャンセルは、受講料��％相当額をお支払いいただきます。また返金にともなう振込手数料もご負担いただきます。
開催初日�週間前以降のキャンセルは、講師手配の都合上、受講料全額およびテキスト代をお支払いいただきますので、ご了承ください。

注�）DTPとは、DeskTop Publishingの略称。コンピュータを用いてデータを作成し、それを印刷する一連の工程のことを指す。

DTPデザイン講座注�）

売上アップが目的です！自社でのPRツール内製化を実現しませんか？

※同時入会で会員価格が適用されます。
（入会費�,���円・事業主会員年会費��,���円）

受講料
（税込価格）

テキスト代
含む
��,���円

会場：遠野高等職業訓練校
【�日�時間】�：��～��：�� 《休憩》��：��～��：�� ※約�時間毎に小休憩

図形作成から文字編
集までを学び、オリジ
ナリティあふれるロゴ
デザインや、わかりや
すい地図を作成する
実践型の講座です。

Illustrator図形描画とロゴデザイン講座

PRツール内製化とは
主に販売促進や集客を目的としたチラシやPOPな
どをパソコンで編集し、社内で制作する方法を言い
ます。デザインソフトが普及し、安価なプリンターも
登場したことから企業内で活用が拡大してきまし
た。これまでのように印刷会社に発注する方法に
比べ、経費や時間の削減につながります。
内製化に必要なこと
現在の情報発信は、印刷物による紙媒体と、Web
サイトやSNSを利用したネット拡散を組み合わせる
ことが基本です。こうした企業独自の情報発信は、
販促企画とキャッチコピーや写真・イラストなど販売
成果を上げる内容の考案と、それらを編集する
デザインスキルが必要となります。
印刷経費が削減される
最近は安価なネット印刷サービスが拡大し、Word
データなどをPDF保存して入稿すれば、高品質の
印刷物を簡単に手にすることができます。即時性
のあるプリンターでの自社印刷も、一方ではインク
やトナーの交換・用紙など消耗品や、手間の問題を
考える必要があります。消耗品経費と人件費も考
慮すると、ネット印刷利用で経費を抑えられるので、
利用方法の知識を得ることも重要なポイントです。
情報編集力が時短をもたらす
印刷経費だけ見れば、ネット印刷と定額プリンター
サービスなどの登場で、品質や納期、コストなど
複数の要素を考慮して選択できます。さらに、売上
につながる企画力にも関連する「情報編集力」を
高めると、社内での修正が容易で、決済もスムーズ
になり、時間と納期の短縮が効果として現れ、
「売上アップ」の原動力になります。
デザインができる人材を育てる
内製化のために、DTPデザインを含む情報編集
は、デザインソフトの操作とレイアウトの知識、さらに
情報を客観的に評価・選択できるスキルを持つ人
材を育てる社員教育が不可欠です。自社スタッフ
が、情報を整理してチラシなどの作成することで、
創造力も膨らみ、企画力やプレゼンテーション力の
向上にもつながり、情報編集力が育まれます。そし
て将来的には、売上貢献を目的としたデザイン
担当者を育成し運営体制が整えば、企画創造型
の活力ある組織に成長させることができます。

PRツール内製化3つのメリット
3自社の魅力度UP

自社でデータ作成、制作費用カット
1 印刷経費削減

営業効率化、スピード対応の実現
2 納期・時間短縮

社内デザイナーを育て企画力向上

内製化に必要な定番ソフトでデザインを学べます

広告制作に欠かせない
デザインソフト

【前期日程】令和�年�月�日［木］・�日［金］
【後期日程】令和�年�月��日［月］・��日［水］

こんな仕事をされる方にオススメ！
企業で印刷物のデザインを担当する方
企画、広報担当者や印刷発注担当者
プリント加工、看板制作などに携わる方

〔会員外〕��,���円

−会員価格−

名刺・チラシデザインと印刷データ作成講座

Photoshop＆Illustrator連携SNS活用講座
令和�年�月��日［火］・��日［水］

MacOSX
使用OS

15名各コース
定員

※同時入会で会員価格が適用されます。
（入会費�,���円・事業主会員年会費��,���円）

受講料
（税込価格）

テキスト代
含む
��,���円

魅力的にデザインを
創る実務に特化した
講座内容です。ネット
印刷を利用するため
の入稿ルールでデー
タを作成します。

【前期日程】令和�年�月��日［水］・��日［金］
【後期日程】令和�年�月�日［水］・�日［木］

こんな仕事をされる方にオススメ！
企業で印刷物のデザインを担当する方
企画、広報担当者や印刷発注担当者
プリント加工、看板制作などに携わる方

〔会員外〕��,���円

−会員価格−

※同時入会で会員価格が適用されます。
（入会費�,���円・事業主会員年会費��,���円）

受講料
（税込価格）

テキスト代
含む
��,���円

こんな仕事をされる方にオススメ！
企業で印刷物のデザインを担当する方
企画、広報担当者や印刷発注担当者
プリント加工、看板制作などに携わる方

〔会員外〕��,���円

−会員価格−
写真合成を可能にする画像編集ソフト

イラストレーターも
活用してSNSで楽々
宣伝（インスタ、FB）



FAX 0198-62-6366

受 講 申 込 書
※添書なしで送信ください。

遠野高等職業訓練校長　様

会社名

1

2

3

4

代表者名

所在地

フリガナ
申込者氏名 生年月日 性 

別

男  

女

男  

女

男  

女

男  

女

住　　　所

（本籍　　　　　　都　道　府　県　）
最終学歴：（　中卒　・　高卒　・　専門卒　・　大卒　）

（本籍　　　　　　都　道　府　県　）
最終学歴：（　中卒　・　高卒　・　専門卒　・　大卒　）

（本籍　　　　　　都　道　府　県　）
最終学歴：（　中卒　・　高卒　・　専門卒　・　大卒　）

（本籍　　　　　　都　道　府　県　）
最終学歴：（　中卒　・　高卒　・　専門卒　・　大卒　）

雇用保険適用
事業所番号

FAX

TEL〒　　　－ （　　）

（　　）

令和　　　年　　　月　　　日

貴校の開催する職業訓練を受講したいので、下記のとおり申し込みます。

※修了証を発行するため、受講者の生年月日、住所の記載をお願いします。
※一般参加の方は、上記会社記入欄は空白のまま、以下の欄にご記入いただくだけで結構です。

※認定訓練制度を利用した訓練のため、
をお願いします。（事業主、一般参加の方は、添付の必要はございません。）
※これに掲載された情報は、訓練目的以外には使用いたしません。

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）の写しの添付

期　間：　令和　　　年　　　月 日～　　　月　　　日（　　　日間）

コース名：

※複数のコースを受講なさる場合は
　コピーしてお使いください。

※一般参加の方は、こちらにお名前を記入してください。



 

 

◎受講にあたって 

①会場 

1. 全ての講習の会場は、遠野高等職業訓練校に

て実施されます。時間に遅れないようにおい

でください。 

2. 受講する際は、筆記用具、昼食をご用意くだ

さい。 

3. 施設内は全館禁煙です。 

②修了証書 

 認定職業訓練講座のみ、訓練時間数の 80％以

上出席された方に、職業能力開発促進法に基づく

修了証書を授与いたします。 

③助成金制度のご案内 

 年間職業能力開発計画に基づき、所定労働時間

内に行われる認定職業訓練講習に受講者を派遣

した事業主に対して、受講料と労働者の賃金の一

部を助成するキャリア形成促進助成金を利用で

きます。事前（研修初日 1ヶ月前厳守）に申請が

必要となりますので、詳しくは岩手労働局へお問

い合せください。 

 

 

◎職業訓練法人遠野職業訓練協会入会のご案内 

 職業訓練法人遠野職業訓練協会は、職業能力開発促進法による認定職業訓練とその他の職業訓練に関

し必要な業務を行うことにより職業人としての有為な労働者の養成と労働者の経済的社会的地位の向上

を図ることを目的として運営しております。 

 協会の会員事業所には各種特典がありますので、ぜひ事業主の方がご入会のうえ、従業員のみなさま

の能力開発、スキルアップ等にお役立ていただきますよう、ご案内いたします。 

①入会資格 

遠野職業訓練協会の目的に賛同するもの 

⑤会員の特典 

1. 講習情報、各種情報が優先的に受けられます。 

2. 各研修やサービスが会員価格で受けられます。 

3. 認定訓練は国の事業のため、事業主や団体等が

独自に行う研修、社員教育、職業訓練等、安価

に実施できます。 

4. 労働保険事務委託や職業訓練指導員免許・技能

検定合格証書申請等の事務処理の支援が受け

られます。 

5. リーフレットの作成、HPの制作等、広報の支援

が受けられます。 

②会員区分と年会費 

●事業主会員 20,000 円（従業員全員が会員扱い） 

●従業員会員 10,000円 ●一人親方会員 15,000円 

●家族会員 5,000 円 

③入会申込方法 

「入会申込書」に必要事項を記入・捺印のうえ、

入会金 2,000円を添えて当協会にお申込みくだ

さい。 

 

受講の申し込み・お問い合せ先 

職業訓練法人 遠野職業訓練協会 

〒028-0502 岩手県遠野市青笹町中沢 8-1-8 

TEL：0198-62-6310 FAX：0198-62-6366 

 

 

U R L：http://www.tono-vts.ac.jp/index.htm 

メール：info-tonovts@tono-vts.ac.jp 

 

岩手労働局 職業対策課分室 

(盛岡市 マリオス 6F) 

TEL 019-606-3285 


