




 

１．簡単な図面の解説とＣＡＤによる作図レッスン１．簡単な図面の解説とＣＡＤによる作図レッスン１．簡単な図面の解説とＣＡＤによる作図レッスン１．簡単な図面の解説とＣＡＤによる作図レッスン    

２．詳しいコース内容や受講システムの説明２．詳しいコース内容や受講システムの説明２．詳しいコース内容や受講システムの説明２．詳しいコース内容や受講システムの説明    

３．最後にＣＡＤの質問や現在の就転職状況など、３．最後にＣＡＤの質問や現在の就転職状況など、３．最後にＣＡＤの質問や現在の就転職状況など、３．最後にＣＡＤの質問や現在の就転職状況など、    

どんな質問でもご相談に乗らせていただきます。どんな質問でもご相談に乗らせていただきます。どんな質問でもご相談に乗らせていただきます。どんな質問でもご相談に乗らせていただきます。

 

新しいことを始めるときには不安がつきもの。新しいことを始めるときには不安がつきもの。新しいことを始めるときには不安がつきもの。新しいことを始めるときには不安がつきもの。    

やはりスクール選びは慎重になりがちです。やはりスクール選びは慎重になりがちです。やはりスクール選びは慎重になりがちです。やはりスクール選びは慎重になりがちです。    

いきなり入学するのはちょっとコワイし、いきなり入学するのはちょっとコワイし、いきなり入学するのはちょっとコワイし、いきなり入学するのはちょっとコワイし、    

電話じゃよくわからない。電話じゃよくわからない。電話じゃよくわからない。電話じゃよくわからない。 

そんなあなたのために、無料で授業を体験してそんなあなたのために、無料で授業を体験してそんなあなたのために、無料で授業を体験してそんなあなたのために、無料で授業を体験して    

いただける「無料体験レッスン」をご用意しました。いただける「無料体験レッスン」をご用意しました。いただける「無料体験レッスン」をご用意しました。いただける「無料体験レッスン」をご用意しました。    

コース内容や受講システム、その他ＣＡＤに関するコース内容や受講システム、その他ＣＡＤに関するコース内容や受講システム、その他ＣＡＤに関するコース内容や受講システム、その他ＣＡＤに関する    

質問などを、実際のレッスンと同じマンツーマンで質問などを、実際のレッスンと同じマンツーマンで質問などを、実際のレッスンと同じマンツーマンで質問などを、実際のレッスンと同じマンツーマンで    

お答えいたします。お答えいたします。お答えいたします。お答えいたします。 

ＣＡＤを覚えたい！製図の知識が欲しい！ＣＡＤを覚えたい！製図の知識が欲しい！ＣＡＤを覚えたい！製図の知識が欲しい！ＣＡＤを覚えたい！製図の知識が欲しい！    

と思いながらあと一歩が踏み出せない方へと思いながらあと一歩が踏み出せない方へと思いながらあと一歩が踏み出せない方へと思いながらあと一歩が踏み出せない方へ 

 

 

１対１の授業風景１対１の授業風景１対１の授業風景１対１の授業風景    

建築・機械製図・インテリア実習建築・機械製図・インテリア実習建築・機械製図・インテリア実習建築・機械製図・インテリア実習 

代表者がカウンセリング代表者がカウンセリング代表者がカウンセリング代表者がカウンセリング    

※時間は１時間程度です※時間は１時間程度です※時間は１時間程度です※時間は１時間程度です    

※お好きな日時をお選び頂けます！※お好きな日時をお選び頂けます！※お好きな日時をお選び頂けます！※お好きな日時をお選び頂けます！    

（平日：９時～２０時／土曜日：９時～１８時）（平日：９時～２０時／土曜日：９時～１８時）（平日：９時～２０時／土曜日：９時～１８時）（平日：９時～２０時／土曜日：９時～１８時）    

※その日に※その日に※その日に※その日に電話、その日に体験も可能です！電話、その日に体験も可能です！電話、その日に体験も可能です！電話、その日に体験も可能です！    
 

在校生による発表会在校生による発表会在校生による発表会在校生による発表会    



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 □□□□□□□□□□□□IIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEXXXXXXXXXXXX□□□□□□□□□□□□    

●●●●●●●●●●●●ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤ専専専専専専専専専専専専 科科科科科科科科科科科科 ●●●●●●●●●●●●  

■■■■    マスターコースマスターコースマスターコースマスターコース    ■■■■    

■■■■    テクニカルコーステクニカルコーステクニカルコーステクニカルコース    ■■■■    

■■■■    スペシャリストコーススペシャリストコーススペシャリストコーススペシャリストコース    ■■■■    

■■■■    オペレータコースオペレータコースオペレータコースオペレータコース    ■■■■    

■■■■    デジタルプレゼンテーションコースデジタルプレゼンテーションコースデジタルプレゼンテーションコースデジタルプレゼンテーションコース    ■■■■    

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

□□□□□□□□□□□□            ココココココココココココーーーーーーーーーーーーススススススススススススののののののののののののごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案 内内内内内内内内内内内内             □□□□□□□□□□□□  

●●●●●●●●●●●●建建建建建建建建建建建建 築築築築築築築築築築築築 専専専専専専専専専専専専 科科科科科科科科科科科科 ●●●●●●●●●●●●  

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    ■■■■    住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース    ■■■■    
★教育★教育★教育★教育訓練給付金制度対象講座訓練給付金制度対象講座訓練給付金制度対象講座訓練給付金制度対象講座    ■■■■    住宅リフォームプランナーコース住宅リフォームプランナーコース住宅リフォームプランナーコース住宅リフォームプランナーコース    ■■■■    

■■■■    エクステリアデザインコースエクステリアデザインコースエクステリアデザインコースエクステリアデザインコース    ■■■■    

※上記３つのコースの内容を完全に学習できる※上記３つのコースの内容を完全に学習できる※上記３つのコースの内容を完全に学習できる※上記３つのコースの内容を完全に学習できる■総合コース■■総合コース■■総合コース■■総合コース■、追加で学習できる、追加で学習できる、追加で学習できる、追加で学習できる■■■■オプションコース■オプションコース■オプションコース■オプションコース■もご用意しています。もご用意しています。もご用意しています。もご用意しています。 

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

■■■■    ＣＡＤ利用技術者試験（１級・２級・併願）対策コースＣＡＤ利用技術者試験（１級・２級・併願）対策コースＣＡＤ利用技術者試験（１級・２級・併願）対策コースＣＡＤ利用技術者試験（１級・２級・併願）対策コース    ■■■■    

■■■■    ３次元ＣＡＤ利用技術者試験３次元ＣＡＤ利用技術者試験３次元ＣＡＤ利用技術者試験３次元ＣＡＤ利用技術者試験    対策コース対策コース対策コース対策コース    ■■■■    

■■■■■■■■■■■■ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤ関関関関関関関関関関関関 連連連連連連連連連連連連 試試試試試試試試試試試試 験験験験験験験験験験験験 対対対対対対対対対対対対 策策策策策策策策策策策策 ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■  

■■■■    ＣＡＤトレース技能審査（建築・機械）（中級・初級）対策コースＣＡＤトレース技能審査（建築・機械）（中級・初級）対策コースＣＡＤトレース技能審査（建築・機械）（中級・初級）対策コースＣＡＤトレース技能審査（建築・機械）（中級・初級）対策コース    ■■■■    

□□□□□□□□□□□□             受受受受受受受受受受受受 講講講講講講講講講講講講 シシシシシシシシシシシシ スススススススススススス テテテテテテテテテテテテ ムムムムムムムムムムムムにににににににににににに つつつつつつつつつつつつ いいいいいいいいいいいい てててててててててててて             □□□□□□□□□□□□  

□□□□□□□□□□□□             就就就就就就就就就就就就 職職職職職職職職職職職職 ササササササササササササ ポポポポポポポポポポポポ ーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトト にににににににににににに つつつつつつつつつつつつ いいいいいいいいいいいい てててててててててててて             □□□□□□□□□□□□  

□□□□□□□□□□□□             無無無無無無無無無無無無 料料料料料料料料料料料料 体体体体体体体体体体体体 験験験験験験験験験験験験 レレレレレレレレレレレレ ッッッッッッッッッッッッ スススススススススススス ンンンンンンンンンンンン ににににににににににににつつつつつつつつつつつつ いいいいいいいいいいいい てててててててててててて             □□□□□□□□□□□□  

□□□□□□□□□□□□             入入入入入入入入入入入入 学学学学学学学学学学学学 手手手手手手手手手手手手 続続続続続続続続続続続続 きききききききききききき ににににににににににににつつつつつつつつつつつつ いいいいいいいいいいいい てててててててててててて             □□□□□□□□□□□□  

●●●●●●●●●●●●ビビビビビビビビビビビビギギギギギギギギギギギギナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーズズズズズズズズズズズズココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス●●●●●●●●●●●●  

 ★教★教★教★教育訓練給付金制度対象講座育訓練給付金制度対象講座育訓練給付金制度対象講座育訓練給付金制度対象講座    ■■■■    工業デザイン設計コース工業デザイン設計コース工業デザイン設計コース工業デザイン設計コース    ■■■■    

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    ■■■■    メカニカルデザインコースメカニカルデザインコースメカニカルデザインコースメカニカルデザインコース    ■■■■    

■■■■    機械専科１年コース機械専科１年コース機械専科１年コース機械専科１年コース    ■■■■    

■■■■    機械製図コース機械製図コース機械製図コース機械製図コース    ■■■■    

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

●●●●●●●●●●●●機機機機機機機機機機機機 械械械械械械械械械械械械 専専専専専専専専専専専専 科科科科科科科科科科科科 ●●●●●●●●●●●●   

■■■■    テテテテクニカルイラストコースクニカルイラストコースクニカルイラストコースクニカルイラストコース    ■■■■    

■■■■    ＡｕｔｏＣＡＤＡｕｔｏＣＡＤＡｕｔｏＣＡＤＡｕｔｏＣＡＤ    ビギナーズビギナーズビギナーズビギナーズ    ■■■■    ■■■■    ３Ｄ３Ｄ３Ｄ３Ｄ    ビギナーズビギナーズビギナーズビギナーズ    ■■■■    

■■■■    ＥｘｃｅｌＥｘｃｅｌＥｘｃｅｌＥｘｃｅｌ    ビギナーズビギナーズビギナーズビギナーズ    ■■■■    

■■■■    ＡｕｔｏＣＡＤＡｕｔｏＣＡＤＡｕｔｏＣＡＤＡｕｔｏＣＡＤ    ＬＴＬＴＬＴＬＴ    速学コース速学コース速学コース速学コース    ■■■■    

■■■■    ＶｅｃｔｏｒＶｅｃｔｏｒＶｅｃｔｏｒＶｅｃｔｏｒ Works  Works  Works  Works 速学コース速学コース速学コース速学コース    ■■■■    ■■■■    ＪＷＪＷＪＷＪＷ____ＣＡＤＣＡＤＣＡＤＣＡＤ    速学コース速学コース速学コース速学コース    ■■■■    

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

■■■■    建築専科１年コース建築専科１年コース建築専科１年コース建築専科１年コース    ■■■■    

■■■■    建築製図コース建築製図コース建築製図コース建築製図コース    ■■■■    

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

■■■■    ２級建築士２級建築士２級建築士２級建築士    総合講座総合講座総合講座総合講座    ■■■■    ■■■■    ２級建築士２級建築士２級建築士２級建築士    学科コース学科コース学科コース学科コース    ■■■■    

■■■■    ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ＆ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ＆ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ＆ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ＆CADCADCADCAD コ‐スコ‐スコ‐スコ‐ス    ■■■■    

 ■■■■    ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ１次試験対策コ‐スｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ１次試験対策コ‐スｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ１次試験対策コ‐スｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ１次試験対策コ‐ス    ■■■■    

■■■■    ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ２次試験対策コ‐スｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ２次試験対策コ‐スｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ２次試験対策コ‐スｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ２次試験対策コ‐ス    ■■■■    

■■■■    ｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ＆ｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ＆ｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ＆ｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ＆CADCADCADCAD コ－スコ－スコ－スコ－ス    ■■■■    

■■■■    ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ    資格取得資格取得資格取得資格取得    ■■■■    ■■■■    ｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ総合試験対策コ－ｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ総合試験対策コ－ｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ総合試験対策コ－ｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ総合試験対策コ－スススス    ■■■■    

 

■■■■    ｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ学科試験対策コ－スｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ学科試験対策コ－スｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ学科試験対策コ－スｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ学科試験対策コ－ス    ■■■■    

■■■■    ｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ実技試験対策コ－スｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ実技試験対策コ－スｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ実技試験対策コ－スｷｯﾁﾝｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ実技試験対策コ－ス    ■■■■    

※インテリア業界向けの資格試験対策の９コースです。※インテリア業界向けの資格試験対策の９コースです。※インテリア業界向けの資格試験対策の９コースです。※インテリア業界向けの資格試験対策の９コースです。 

■■■■    ｲﾝﾃﾘｱｲﾝﾃﾘｱｲﾝﾃﾘｱｲﾝﾃﾘｱ CADCADCADCAD コ‐スコ‐スコ‐スコ‐ス    ■■■■    

■■■■    店舗デザイン設計コース店舗デザイン設計コース店舗デザイン設計コース店舗デザイン設計コース    ■■■■    ★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

■■■■    建築模型コース建築模型コース建築模型コース建築模型コース    ■■■■    

■■■■    ２級建築士２級建築士２級建築士２級建築士    実技コース実技コース実技コース実技コース    ■■■■    

■■■■    建築パース入門コース建築パース入門コース建築パース入門コース建築パース入門コース    ■■■■    

★教育訓練給付金制★教育訓練給付金制★教育訓練給付金制★教育訓練給付金制度対象講座度対象講座度対象講座度対象講座    

（（（（★教育訓練給付金制度対象講★教育訓練給付金制度対象講★教育訓練給付金制度対象講★教育訓練給付金制度対象講））））



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 ■■■■■■■■■■■■ママママママママママママススススススススススススタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■／／／／／／／／／／／／■■■■■■■■■■■■テテテテテテテテテテテテククククククククククククニニニニニニニニニニニニカカカカカカカカカカカカルルルルルルルルルルルルココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■    ●●●●●●●●●●●●ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤ専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    

●●●●●●●●●●●●ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤ専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●  

■■■■    マスターコースマスターコースマスターコースマスターコース    ■■■■    
 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

初めて CAD を勉強される方のためのコースです。 

製図も基礎からやさしくお教えしますので、全く知識の無い方でも安心です。 

建築部門 ・機械部門 （あるいはそのどちらも） をご希望によりお選びいただけます。 

CAD の操作入門～２次元作図までを一貫してマスターできるカリキュラムをご用意！ 

“とにかく“とにかく“とにかく“とにかく CADCADCADCAD を始めたい！”を始めたい！”を始めたい！”を始めたい！”という方は、まずはマスターコースから！！ 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科    ●マスターコース●マスターコース●マスターコース●マスターコース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥２２６，８００ ￥２５３，８００ 

夜間 
８０時間 ４０回 ３ヶ月 ￥１０,８００ ￥１６,２００ 

￥２３７，６００ ￥２６４，６００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ４０回（１回／１２０分）４０回（１回／１２０分）４０回（１回／１２０分）４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４，１２０で、受講料￥２０４，１２０で、受講料￥２０４，１２０で、受講料￥２０４，１２０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２２０，３２合計￥２２０，３２合計￥２２０，３２合計￥２２０，３２０―０―０―０―    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２３０，０４０合計￥２３０，０４０合計￥２３０，０４０合計￥２３０，０４０――――    

■■■■    テクニカルコーステクニカルコーステクニカルコーステクニカルコース    ■■■■    
 

製図は勉強した経験がおありの方、または実務経験がおありの方で、基本的な CAD 

操作（CAD は２D の作図レベル）はできるという方のためのコースです。 

マスターコースマスターコースマスターコースマスターコースを修了された方、または既にマスターコースの内容相当の CAD 操作が 

ができる方で、“更なるレベルアップを！““更なるレベルアップを！““更なるレベルアップを！““更なるレベルアップを！“    という方にもおすすめのコースです。 

もちろん他のスクールの修了生でも OK！ 

実務に役立つ、より効果的な作図の実践や３D 立体図の作図方法を身につければ、 

自信を持って活躍できること間違いなしです！！ 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科    ●テクニカルコース●テクニカルコース●テクニカルコース●テクニカルコース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥２４８，４００ ￥２７５，４００ 

夜間 
８０時間 ４０回 ３ヶ月 ￥１０,８００ ￥１６，２００ 

￥２５９，２００ ￥２８６，２００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２２３，５６０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２２３，５６０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２２３，５６０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２２３，５６０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２３９，７６０合計￥２３９，７６０合計￥２３９，７６０合計￥２３９，７６０――――    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２３３，２８０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２３３，２８０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２３３，２８０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２３３，２８０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２４９，４８０合計￥２４９，４８０合計￥２４９，４８０合計￥２４９，４８０―――― 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

使用機種使用機種使用機種使用機種    ：：：：    

““““CADCADCADCAD を勉強してみたいけれど、本当に続けられるかしら・・・”を勉強してみたいけれど、本当に続けられるかしら・・・”を勉強してみたいけれど、本当に続けられるかしら・・・”を勉強してみたいけれど、本当に続けられるかしら・・・”    

“製図も全く未経験だし、授業についていけるかしら・・・”“製図も全く未経験だし、授業についていけるかしら・・・”“製図も全く未経験だし、授業についていけるかしら・・・”“製図も全く未経験だし、授業についていけるかしら・・・”    

もしあなたがそんなふうに迷っていらっしゃるなら、ご心配なく！ 

あるいは “手書きの製図はプロ！でもパソコン操作はちょっと苦手・“手書きの製図はプロ！でもパソコン操作はちょっと苦手・“手書きの製図はプロ！でもパソコン操作はちょっと苦手・“手書きの製図はプロ！でもパソコン操作はちょっと苦手・・・”・・”・・”・・” 

という方もいらっしゃるはず！正栄の CADCADCADCAD 専科専科専科専科は、そんなさまざまな 

みなさんのご要望に沿った、豊富なカリキュラムをご用意しています。 

もちろん、どのコースもオーダーメイドレッスンオーダーメイドレッスンオーダーメイドレッスンオーダーメイドレッスン！ 

あなたのスケジュールに合わせて、目的に沿ったコースをご自由にお選びください。 

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

２ 

AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD （（（（2005200520052005／／／／2006200620062006））））    
AutCAD LT 2012AutCAD LT 2012AutCAD LT 2012AutCAD LT 2012    
Inventer Inventer Inventer Inventer ・・・・ Mechanical Desktop Mechanical Desktop Mechanical Desktop Mechanical Desktop    
Vector WorkVector WorkVector WorkVector Workｓｓｓｓ 11  11  11  11 ・・・・ Jw _win  Jw _win  Jw _win  Jw _win ・・・・ Shade 12 Shade 12 Shade 12 Shade 12    
    



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 

■■■   ススススススススススススペペペペペペペペペペペペシシシシシシシシシシシシャャャャャャャャャャャャリリリリリリリリリリリリスススススススススススストトトトトトトトトトトトココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■／／／／／／／／／／／／■■■■■■■■■■■■オオオオオオオオオオオオペペペペペペペペペペペペレレレレレレレレレレレレーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■        

／／／／／／／／／／／／■■■■■■■■■■■■デデデデデデデデデデデデジジジジジジジジジジジジタタタタタタタタタタタタルルルルルルルルルルルルププププププププププププレレレレレレレレレレレレゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼゼンンンンンンンンンンンンテテテテテテテテテテテテーーーーーーーーーーーーシシシシシシシシシシシショョョョョョョョョョョョンンンンンンンンンンンンココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■
●●●●●●●●●●●●ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤ専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    
■■■■    オペレータコースオペレータコースオペレータコースオペレータコース    ■■■■    
 

CAD 初心者で、製図に関しては勉強した経験、または実務経験がおありの方、 

または““““CADCADCADCAD の操作のみ短時間でマスターしたい“の操作のみ短時間でマスターしたい“の操作のみ短時間でマスターしたい“の操作のみ短時間でマスターしたい“という方のためのコースです。 

CAD の基本操作から２次元作図までを効率よく学習し、オペレータ育成に専念 

したカリキュラムになっています。 

 
～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科    ●オペレータコース●オペレータコース●オペレータコース●オペレータコース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥１７２，８００ ￥１９４，４００ 

夜間 
５４時間 ２７回 ３ヶ月 ￥１０,８００ ￥１０,８００ 

￥１８３，６００ ￥２０５，２００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ２７回（１回／１２０分）で、受講料￥１５５，５２０２７回（１回／１２０分）で、受講料￥１５５，５２０２７回（１回／１２０分）で、受講料￥１５５，５２０２７回（１回／１２０分）で、受講料￥１５５，５２０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥１６６，３２０合計￥１６６，３２０合計￥１６６，３２０合計￥１６６，３２０――――    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ２７回（１回／１２０分）で、受講料￥１２７回（１回／１２０分）で、受講料￥１２７回（１回／１２０分）で、受講料￥１２７回（１回／１２０分）で、受講料￥１６５，２４０６５，２４０６５，２４０６５，２４０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥１７６，０４０合計￥１７６，０４０合計￥１７６，０４０合計￥１７６，０４０―――― 

■■■■    デジタルプレゼンテーションコースデジタルプレゼンテーションコースデジタルプレゼンテーションコースデジタルプレゼンテーションコース    ■■■■    
 

CGCGCGCG や３３３３DCADDCADDCADDCAD がツールとして定着した今、カラーリング画面やデジタルパースを 

盛り込んだ企画書は当たり前になってきました。このコースでは、図面をおこす 

だけではなく、“美しく見せる”“美しく見せる”“美しく見せる”“美しく見せる”ための技術を学んでいただきます。 

マスターコースマスターコースマスターコースマスターコースを修了された方、または既にマスターコースの内容相当の知識を 

お持ちの方のスキルアップに最適のコースです。 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科    ●デジタルプレゼンテーションコース●デジタルプレゼンテーションコース●デジタルプレゼンテーションコース●デジタルプレゼンテーションコース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥１２９，６００ ￥１５１，２００ 

夜間 
４０時間 ２０回 １．５ヶ月 ￥１０,８００ ￥１０,８００ 

￥１４０，４００ ￥１６２，０００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ２０回（１回／１２０分）で、受講料￥１１６，６４２０回（１回／１２０分）で、受講料￥１１６，６４２０回（１回／１２０分）で、受講料￥１１６，６４２０回（１回／１２０分）で、受講料￥１１６，６４００００―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥１２７，４４０合計￥１２７，４４０合計￥１２７，４４０合計￥１２７，４４０――――    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ２０回（１回／１２０分）で、受講料￥２０回（１回／１２０分）で、受講料￥２０回（１回／１２０分）で、受講料￥２０回（１回／１２０分）で、受講料￥１２６，３６０１２６，３６０１２６，３６０１２６，３６０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥１３７，１６０合計￥１３７，１６０合計￥１３７，１６０合計￥１３７，１６０―――― 

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    ■■■■    スペシャリストコーススペシャリストコーススペシャリストコーススペシャリストコース    ■■■■    
 

スペシャリストコースは、マスターコースマスターコースマスターコースマスターコースとテクニカルコーステクニカルコーステクニカルコーステクニカルコースを総合したコースです。 

２つのコースを別々に履修するより受講料がお得なのはもちろん、希望する方には 

Excel（初級）による表計算もマスターできるなど・・・他にもあなたのご希望に併せた 

オーダーメイドが可能です！・・・フレキシブルなカリキュラムをご用意！ 

“基礎から学んで、確実なスキルアップを目指したい”“基礎から学んで、確実なスキルアップを目指したい”“基礎から学んで、確実なスキルアップを目指したい”“基礎から学んで、確実なスキルアップを目指したい”という方におすすめです！！ 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 

ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科    ●スペシャリストコース●スペシャリストコース●スペシャリストコース●スペシャリストコース    
 

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥４２１，２００ ￥４４８，２００ 

夜間 
１６０時間 ８０回 ６ヶ月 ￥１０,８００ ￥１６，２００ 

￥４３２，０００ ￥４５９，０００ 

☆昼間部１☆昼間部１☆昼間部１☆昼間部１０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！    ８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥３９５，２８０合計￥３９５，２８０合計￥３９５，２８０合計￥３９５，２８０――――    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥４０５，０００合計￥４０５，０００合計￥４０５，０００合計￥４０５，０００―――― 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

３ 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 

●●●●●●●●●●●●建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●  

正栄の建築専科建築専科建築専科建築専科は、“建築や製図の知識が全くなくて・・・”“建築や製図の知識が全くなくて・・・”“建築や製図の知識が全くなくて・・・”“建築や製図の知識が全くなくて・・・”という方 

また CADCADCADCAD 初心者初心者初心者初心者の方でも、安心して受講していただけるコース、 

一方 建築関係のお仕事をされていて、更にキャリアアップを考えて 

いるという方にもご満足いただけるコース など・・・ 

さまざまな方のために、知識の詰め込みだけではない、実技演習も 

豊富なカリキュラムをご用意しています。 

もちろん、どのコースもオーダーメイドレッスンオーダーメイドレッスンオーダーメイドレッスンオーダーメイドレッスン！ 

あなたのスケジュールに合わせて、目的に沿ったコースをご自由にお選びください。 

■■■■    基本コース基本コース基本コース基本コース    ■■■■    
 

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

●プランニングを中心とした●プランニングを中心とした●プランニングを中心とした●プランニングを中心とした    ～～～～    建築専科人気の４コース！！建築専科人気の４コース！！建築専科人気の４コース！！建築専科人気の４コース！！    
 

■■■■    オプションコースオプションコースオプションコースオプションコース    ■■■■    
 

■■■■    総合コース総合コース総合コース総合コース    ■■■■    
 

●住宅環境デザインコース●住宅環境デザインコース●住宅環境デザインコース●住宅環境デザインコース 

●エクステリアデザインコース●エクステリアデザインコース●エクステリアデザインコース●エクステリアデザインコース 

●住宅リフォームプランナーコース●住宅リフォームプランナーコース●住宅リフォームプランナーコース●住宅リフォームプランナーコース 

※基本コースの全内容を完全学習！ 

●住宅デザイン●住宅デザイン●住宅デザイン●住宅デザイン＋＋＋＋
プラス

    ●リフォーム●リフォーム●リフォーム●リフォーム＋＋＋＋
プラス

    ●エクステリア●エクステリア●エクステリア●エクステリア＋＋＋＋
プラス

    

時間数／１６０ｈ （約６ヶ月） 

時間数／２２０ｈ （約８ヶ月） 

時間数／３０ｈ （約１．５ヶ月） 

※基本コースを更に幅広く学習したい方のために、選択オプションをご用意！ 

●専門家を目指すなら●専門家を目指すなら●専門家を目指すなら●専門家を目指すなら    ～～～～    建築専科の１年コース！！、２級建築士資格コース！！建築専科の１年コース！！、２級建築士資格コース！！建築専科の１年コース！！、２級建築士資格コース！！建築専科の１年コース！！、２級建築士資格コース！！    
 

■■■■    １年コース１年コース１年コース１年コース    ■■■■    
 

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    時間数／８００ｈ （約１ヶ年） 

●製図を中心に●製図を中心に●製図を中心に●製図を中心に    ～～～～    正栄ならではの２コース！！正栄ならではの２コース！！正栄ならではの２コース！！正栄ならではの２コース！！    
 

■■■■    建築製図コース建築製図コース建築製図コース建築製図コース    ■■■■    
 

時間数／９０ｈ （約４ヶ月） 

■■■■    建築パース入門コース建築パース入門コース建築パース入門コース建築パース入門コース    ■■■■    
 

時間数／７０ｈ （約３ヶ月） 

※各コースの詳しい内容については、次頁以降でご案内しています。 

●●●●●●●●●●●●建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    ■■■■■■■■■■■■ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス一一一一一一一一一一一一覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧■■■■■■■■■■■■    

使用機種使用機種使用機種使用機種    ：：：：    

●店舗デザイン設計コース●店舗デザイン設計コース●店舗デザイン設計コース●店舗デザイン設計コース 

●店舗●店舗●店舗●店舗＋＋＋＋
プラス

    

■■■■    ２級建築士２級建築士２級建築士２級建築士    総合講座総合講座総合講座総合講座    ■■■■    
 

時間数／１８０ｈ （約７ヶ月） 

４ 

AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD （（（（2002/2002/2002/2002/2005200520052005////2006200620062006））））    
AutoCAD LT AutoCAD LT AutoCAD LT AutoCAD LT (2005/2006/2007)(2005/2006/2007)(2005/2006/2007)(2005/2006/2007)    
Vector WorkVector WorkVector WorkVector Workｓｓｓｓ 11  11  11  11 ・・・・    JW CAD for WinJW CAD for WinJW CAD for WinJW CAD for Win    
Micro Cadam/W Ver3Micro Cadam/W Ver3Micro Cadam/W Ver3Micro Cadam/W Ver3    





 

     

★ 

★ 

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

★ 

  

■■■■    製製製製     図図図図    ■■■■    
 

■■■■    C AC AC AC A DDDD    ■■■■    
 

●●●●●●●●●●●●住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅環環環環環環環環環環環環境境境境境境境境境境境境デデデデデデデデデデデデザザザザザザザザザザザザイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス●●●●●●●●●●●●    
時間数／１６０ｈ （約６ヶ月） 

住宅環境デザインにおける総合的な知識を学習できます。 

ユニバーサルデザイ ン、ガーデニング、イ ンテリア等 、 

実技演習中心のカリキュラムで、間取り図大好き！という 

建 築 系 初 心 者 の方 から、建 築 設 計 士 を目 指 す方 まで、 

幅広く対応できる内容となっています。 

CAD（AutoCAD）操 作 は、基 礎 から３D を使 用 した 

デジタルプレゼンテーションまで対応。 

 

～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～    

●●●●住宅デザイン住宅デザイン住宅デザイン住宅デザイン ＋＋＋＋
プラス

    （選択オプションコース）（選択オプションコース）（選択オプションコース）（選択オプションコース） 

建建建建    築築築築    製製製製    図図図図    

・製図総則  ・建築図の読み方 
・外構パース  ・プレゼンテーションボード 

建建建建    築築築築    概概概概    論論論論    

・建築構造と構成材料 ・インテリア構法 
・環境工学  ・住宅設備 

関関関関    連連連連    法法法法    規規規規    

・建築基準法  ・消防法 
・ハートビル法  ・ＰＬ法 

外外外外    構構構構    計計計計    画画画画    

・エクステリアエレメント ・植栽計画 

ユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザイン 

・バリアフリー建築のポイント  ・福祉用設備 

造造造造    形形形形    

・形・色（カラーコーディネート） 

住住住住    宅宅宅宅    設設設設    計計計計    

・モジュール計画 ・構造  ・内外装 

間取間取間取間取り・ガーデニングプランニングり・ガーデニングプランニングり・ガーデニングプランニングり・ガーデニングプランニング 

・平面図  ・立面図  ・断面図 

透視図・立体図法透視図・立体図法透視図・立体図法透視図・立体図法 

・パース理論 ・アイソメトリック図の表現方法 
・表現方法 ・外観パース制作 

外観３Ｄモデリング外観３Ｄモデリング外観３Ｄモデリング外観３Ｄモデリング 

・プランニング ３Ｄ化 

AutoCADAutoCADAutoCADAutoCAD 応用応用応用応用 

・AutoCAD ３D  ・作図演習 

建築基本図制作建築基本図制作建築基本図制作建築基本図制作    

・平面図  ・展開図  ・断面図 

AutoCADAutoCADAutoCADAutoCAD 基礎基礎基礎基礎 

・AutoCAD ２D  ・作図演習 

プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション 

・カラーシミュレーション 
・デジタルプレゼンテーション 

時間数／３０ｈ （約１．５ヶ月）

●●●●●●●●●●●●建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    ■■■■■■■■■■■■基基基基基基基基基基基基本本本本本本本本本本本本ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■    

★印 のついたカリキュラムについては、 

建築専科の他のコース （リフォームプランナーコースリフォームプランナーコースリフォームプランナーコースリフォームプランナーコース・ 

エクステリアデザインコースエクステリアデザインコースエクステリアデザインコースエクステリアデザインコース・店舗デザイン設計コース店舗デザイン設計コース店舗デザイン設計コース店舗デザイン設計コース） 

を修了された方で、更に幅広く学習したいという方に、 

選択オプションコース選択オプションコース選択オプションコース選択オプションコースとして追加取得していただくことが 

できます。 

↓↓↓↓    

住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース住宅環境デザインコースを修了された方も 

建築専科の他のコースの選択オプションコース 

（リフォーム＋リフォーム＋リフォーム＋リフォーム＋・エクステリア＋エクステリア＋エクステリア＋エクステリア＋・店舗＋店舗＋店舗＋店舗＋）を 

追加取得することができます。 

６ 正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

★ 

★ 

★教育訓練給付金制度★教育訓練給付金制度★教育訓練給付金制度★教育訓練給付金制度対象講座対象講座対象講座対象講座    
 

★ 

 

■■■■    製製製製     図図図図    ■■■■    
 

■■■■    C AC AC AC A DDDD    ■■■■    
 

●●●●●●●●●●●●住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅リリリリリリリリリリリリフフフフフフフフフフフフォォォォォォォォォォォォーーーーーーーーーーーームムムムムムムムムムムムププププププププププププラララララララララララランンンンンンンンンンンンナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス●●●●●●●●●●●●    

快適な住環境をトータルコーディネートする・・・ 

現在人気の“住宅リフォームプランナー”養成講座です。 

リフォームコーディネーターに必要な建築構造やインテリア、 

バリアフリーの知 識 や技 術 を習 得 できる、実 践 的 な 

カリキュラムをご用 意 しています。 

インテリアコーディネーターやインテリア CAD デザイナー 

を目指す方にもお薦めのコースです。 

CAD（AutoCAD）操 作 は、基 礎 から３D を使 用 した 

デジタルプレゼンテーションまで対応。 

～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～    

●リフォーム●リフォーム●リフォーム●リフォーム ＋＋＋＋
プラス

    （選択オプションコース）（選択オプションコース）（選択オプションコース）（選択オプションコース） 

インテリア製図インテリア製図インテリア製図インテリア製図    

・製図総則  ・インテリア図面の読み方 
・インテリアパース  ・プレゼンテーションボード 

建建建建    築築築築    概概概概    論論論論    

・建築構造と構成材料 ・インテリア構法 
・環境工学  ・住宅設備 

関関関関    連連連連    法法法法    規規規規    

・建築基準法  ・消防法 
・ハートビル法  ・ＰＬ法 

外外外外    構構構構    計計計計    画画画画    

・エクステリアエレメント ・植栽計画 

ユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザイン 

・バリアフリー計画  ・福祉用設備 

造造造造    形形形形    

・形・色（カラーコーディネート） 

リフリフリフリフォームォームォームォーム    設設設設    計計計計    

・人間工学 ・水廻り  ・内装 

間取り間取り間取り間取り 

・平面図  ・展開図  ・断面図 

透視図・立体図法透視図・立体図法透視図・立体図法透視図・立体図法 

・パース理論 ・アイソメトリック図の表現方法 
・表現方法 ・内観パース制作 

内観３Ｄモデリング内観３Ｄモデリング内観３Ｄモデリング内観３Ｄモデリング 

・プランニング ３Ｄ化 

AutoCADAutoCADAutoCADAutoCAD 応用応用応用応用 

・AutoCAD ３D  ・作図演習 

リフォームプラン図制作リフォームプラン図制作リフォームプラン図制作リフォームプラン図制作    

・平面図  ・展開図  ・断面図 

AutoCADAutoCADAutoCADAutoCAD 基礎基礎基礎基礎 

・AutoCAD ２D  ・作図演習 

プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション 

・カラーシミュレーション 
・デジタルプレゼンテーション 

時間数／３０ｈ （約１．５ヶ月）

●●●●●●●●●●●●建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    ■■■■■■■■■■■■基基基基基基基基基基基基本本本本本本本本本本本本ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■    

時間数／１６０ｈ （約６ヶ月） 

★印 のついたカリキュラムについては、 

建築専科の他のコース （ 住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース    ・ 

エクステリアデザインコースエクステリアデザインコースエクステリアデザインコースエクステリアデザインコース・店舗デザイン設計コース店舗デザイン設計コース店舗デザイン設計コース店舗デザイン設計コース） 

を修了された方で、更に幅広く学習したいという方に、 

選択オプションコース選択オプションコース選択オプションコース選択オプションコースとして追加取得していただくことが 

できます。 

↓↓↓↓    

住宅リフォームプランナーコース住宅リフォームプランナーコース住宅リフォームプランナーコース住宅リフォームプランナーコースを修了された方も 

建築専科の他のコースの選択オプションコース 

（住宅デザイン＋住宅デザイン＋住宅デザイン＋住宅デザイン＋・エクステリア＋エクステリア＋エクステリア＋エクステリア＋・店舗＋店舗＋店舗＋店舗＋）を 

追加取得することができます。 

７ 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

★ 

★ 

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    
 

★ 

 

■■■■    製製製製     図図図図    ■■■■    
 

■■■■    C AC AC AC A DDDD    ■■■■    
 

●●●●●●●●●●●●エエエエエエエエエエエエククククククククククククスススススススススススステテテテテテテテテテテテリリリリリリリリリリリリアアアアアアアアアアアアデデデデデデデデデデデデザザザザザザザザザザザザイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス●●●●●●●●●●●●    

住 宅 などの身 近 な例 を題 材 に、外 構 ・造 園 等 を中 心 に 

学習していくカリキュラムになっています。 

パース図等の実践的な表現方法を、豊富な演習課題で習得 

できます。造園設計士やガーデンプランナー、エクステリア 

CAD デザイナーなどを目指す方にぜひお薦めのコースです。 

CAD（AutoCAD）操作は、基礎から 

３D を使用したデジタルプレゼンテーションまで対応。 

～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～    

●エクステリア●エクステリア●エクステリア●エクステリア ＋＋＋＋
プラス

    （選択オプションコース）（選択オプションコース）（選択オプションコース）（選択オプションコース） 

建建建建    築築築築    製製製製    図図図図    

・製図総則  ・建築図の読み方 
・外構パース  ・プレゼンテーションボード 

建建建建    築築築築    概概概概    論論論論    

・建築構造と構成材料 ・インテリア構法 
・環境工学  ・住宅設備 

関関関関    連連連連    法法法法    規規規規    

・建築基準法  ・消防法 
・ハートビル法  ・ＰＬ法 

外外外外    構構構構    計計計計    画画画画    

・エクステリアエレメント ・植栽計画 

ユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザイン 

・バリアフリー外構のポイント  ・福祉用機器 

造造造造    形形形形    

・形・色（カラーコーディネート） 

住住住住    宅宅宅宅    設設設設    計計計計    

・モジュール計画  ・外装 

外構・植栽プランニング外構・植栽プランニング外構・植栽プランニング外構・植栽プランニング 

・配置図   ・ガーデンプランニング 

透視図・立体図法透視図・立体図法透視図・立体図法透視図・立体図法 

・パース理論 ・アイソメトリック図の表現方法 
・表現方法 ・造園パース制作 

外観３Ｄモデリング外観３Ｄモデリング外観３Ｄモデリング外観３Ｄモデリング 

・プランニング ３Ｄ化 

AutoCADAutoCADAutoCADAutoCAD 応用応用応用応用 

・AutoCAD ３D  ・作図演習 

建築基本図制作建築基本図制作建築基本図制作建築基本図制作    

・配置図   ・ガーデンプランニング 

AutoCADAutoCADAutoCADAutoCAD 基礎基礎基礎基礎 

・AutoCAD ２D  ・作図演習 

プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション 

・カラーシミュレーション 
・デジタルプレゼンテーション 

時間数／３０ｈ （約１．５ヶ月）

時間数／１６０ｈ （約６ヶ月） 

●●●●●●●●●●●●建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    ■■■■■■■■■■■■基基基基基基基基基基基基本本本本本本本本本本本本ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■    

★印 のついたカリキュラムについては、 

建築専科の他のコース （ 住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース    ・ 

リフォームプランナーコースリフォームプランナーコースリフォームプランナーコースリフォームプランナーコース・店舗デザイン設計コース店舗デザイン設計コース店舗デザイン設計コース店舗デザイン設計コース） 

を修了された方で、更に幅広く学習したいという方に、 

選択オプションコース選択オプションコース選択オプションコース選択オプションコースとして追加取得していただくことが 

できます。 

↓↓↓↓    

エクステリアデザインコースエクステリアデザインコースエクステリアデザインコースエクステリアデザインコースを修了された方も 

建築専科の他のコースの選択オプションコース 

（住宅デザイン＋住宅デザイン＋住宅デザイン＋住宅デザイン＋・リフォーム＋リフォーム＋リフォーム＋リフォーム＋・店舗＋店舗＋店舗＋店舗＋）を 

追加取得することができます。 

８ 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

★ 

★ 

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    
 

★ 

 

■■■■    製製製製     図図図図    ■■■■    
 

■■■■    C AC AC AC A DDDD    ■■■■    
 

●●●●●●●●●●●●店店店店店店店店店店店店舗舗舗舗舗舗舗舗舗舗舗舗空空空空空空空空空空空空間間間間間間間間間間間間デデデデデデデデデデデデザザザザザザザザザザザザイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス●●●●●●●●●●●●    

個性ある店舗づくりに必要なデザインスキルを身につけられる

コースです。 

 

導線計画 ・ 照明演出から厨房システムの設計まで、 

ＣＧパースやＣＡＤによるプレゼンテーション図面の作成をトータ

ルに学習していきます。 

 又、「商業施設士」の資格取得のステップにもなります。 

 

住宅設計とは一味違った感性を養えるカリキュラムです。 

～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～    

●店舗●店舗●店舗●店舗 ＋＋＋＋
プラス

    （選択オプションコース）（選択オプションコース）（選択オプションコース）（選択オプションコース） 

インテリア製図インテリア製図インテリア製図インテリア製図    

・製図総則  ・インテリア図面の読み方 
・インテリアパース  ・プレゼンテーションボード 

建建建建    築築築築    概概概概    論論論論    

・建築構造と構成材料 ・インテリア構法 
・環境工学  ・建築設備 

関関関関    連連連連    法法法法    規規規規    

・建築基準法  ・消防法 
・ハートビル法  ・ＰＬ法 

外外外外    構構構構    計計計計    画画画画    

・エクステリアエレメント ・植栽計画 

ユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザイン 

・バリアフリー計画  ・福祉用設備 

造造造造    形形形形    

・形・色（カラーコーディネート） 

店店店店    舗舗舗舗    設設設設    計計計計    

・導線計画 ・設備機器 ・内外装 

間取り間取り間取り間取り 

・平面図  ・展開図  ・断面図 

透視図・立透視図・立透視図・立透視図・立体図法体図法体図法体図法 

・パース理論 ・アイソメトリック図の表現方法 
・表現方法 ・内観パース制作 

内観３Ｄモデリング内観３Ｄモデリング内観３Ｄモデリング内観３Ｄモデリング 

・プランニング ３Ｄ化 

AutoCADAutoCADAutoCADAutoCAD 応用応用応用応用 

・AutoCAD ３D  ・作図演習 

店舗設計図制作店舗設計図制作店舗設計図制作店舗設計図制作    

・平面図  ・展開図  ・断面図 

AutoCADAutoCADAutoCADAutoCAD 基礎基礎基礎基礎 

・AutoCAD ２D  ・作図演習 

プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション 

・カラーシミュレーション 
・デジタルプレゼンテーション 

時間数／３０ｈ （約１．５ヶ月）

★印 のついたカリキュラムについては、 

建築専科の他のコース （ 住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース    ・ 

リフォームプランナーコースリフォームプランナーコースリフォームプランナーコースリフォームプランナーコース・エクステリアデザインコースエクステリアデザインコースエクステリアデザインコースエクステリアデザインコース） 

を修了された方で、更に幅広く学習したいという方に、 

選択オプションコース選択オプションコース選択オプションコース選択オプションコースとして追加取得していただくことが 

できます。 

↓↓↓↓    

店舗デザイン設計コース店舗デザイン設計コース店舗デザイン設計コース店舗デザイン設計コースを修了された方も 

建築専科の他のコースの選択オプションコース 

（住宅デザイン＋住宅デザイン＋住宅デザイン＋住宅デザイン＋・リフォーム＋リフォーム＋リフォーム＋リフォーム＋・エクステリア＋エクステリア＋エクステリア＋エクステリア＋）を 

追加取得することができます。 

●●●●●●●●●●●●建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    ■■■■■■■■■■■■基基基基基基基基基基基基本本本本本本本本本本本本ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■    

時間数／１６０ｈ （約６ヶ月） 

９ 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 

■■■■    学学学学    科科科科    ■■■■    
 

■■■■    実実実実    技技技技    ■■■■    
 

●●●●●●●●●●●●２２２２２２２２２２２２級級級級級級級級級級級級建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築士士士士士士士士士士士士            講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座●●●●●●●●●●●●    
総合講座  時間数／１８０ｈ （約７ヶ月） 

～２級建築士を目指す方へ～ 
他のスクールで満足できなかった方、試験に失敗してしまった経験

がある方は、特にご相談してください。 

今年は必ず合格を勝ち取りましょう！ 

 

総合コースは学科と実技の両方、学科コースは学科のみ、 

実技コースは実技のみの、カリキュラムになります。 

 
～コースカ～コースカ～コースカ～コースカリキュラム～リキュラム～リキュラム～リキュラム～    

建建建建    築築築築    計計計計    画画画画    

・建築史        ・建築計画 
・建築設備 

建建建建    築築築築    法法法法    規規規規    

・単体規定      ・集団規定 

建建建建    築築築築    構構構構    造造造造    

・構造力学  ・一般構造 
・材料 

    建建建建    築築築築    施施施施    工工工工    

・仮設工事       ・コンクリート工事 
・鉄骨工事           ・木工事 

模模模模    擬擬擬擬    演演演演    習習習習 

 鉄筋コンクリート造（ラーメン構造）鉄筋コンクリート造（ラーメン構造）鉄筋コンクリート造（ラーメン構造）鉄筋コンクリート造（ラーメン構造） 

・設計実習 

木造設計実習木造設計実習木造設計実習木造設計実習 

 

設計の基礎設計の基礎設計の基礎設計の基礎 

・平面計画 ・断面  ・立面計画 

・構造計画 バリアフリーへの配慮 

製図の基礎製図の基礎製図の基礎製図の基礎 

・線種          ・寸法 

・文字                ・部屋の大きさ 

鉄筋コンクリート造（壁式構造）鉄筋コンクリート造（壁式構造）鉄筋コンクリート造（壁式構造）鉄筋コンクリート造（壁式構造） 

・設計実習 

●●●●●●●●●●●●建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    ■■■■■■■■■■■■基基基基基基基基基基基基本本本本本本本本本本本本ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■    

学科コース 時間数／１００ｈ （約４ヶ月） 
実技コース 時間数／１００ｈ （約４ヶ月） 

鉄骨造鉄骨造鉄骨造鉄骨造    

・設計実習 

１０ 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 

    
 

 

    

建築専科建築専科建築専科建築専科    ●住宅環境デザインコース●住宅環境デザインコース●住宅環境デザインコース●住宅環境デザインコース    
 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥４２１，２００ ￥４５３，６００ 

夜間 
１６０時間 ８０回 ６ヶ月 ￥１０,８００ ￥２１,６００ 

￥４３２，０００ ￥４６４，４００ 

☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで    昼間部は昼間部は昼間部は昼間部は合計￥４００，６８０―、夜間部は合計￥４１０，４００合計￥４００，６８０―、夜間部は合計￥４１０，４００合計￥４００，６８０―、夜間部は合計￥４１０，４００合計￥４００，６８０―、夜間部は合計￥４１０，４００――――    

建築専科建築専科建築専科建築専科 ●●●●住宅リフォームプランナーコース住宅リフォームプランナーコース住宅リフォームプランナーコース住宅リフォームプランナーコース 

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥４２１，２００ ￥４５３，６００ 

夜間 
１６０時間 ８０回 ６ヶ月 ￥１０,８００ ￥２１,６００ 

￥４３２，０００ ￥４６４，４００ 

☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで    昼間部は昼間部は昼間部は昼間部は合計合計合計合計￥４００，６８０￥４００，６８０￥４００，６８０￥４００，６８０―、夜間部は合計￥―、夜間部は合計￥―、夜間部は合計￥―、夜間部は合計￥４１０，４００―４１０，４００―４１０，４００―４１０，４００―    

建築専科建築専科建築専科建築専科    ●●●●エクステリアデザインコースエクステリアデザインコースエクステリアデザインコースエクステリアデザインコース    
 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥４２１，２００ ￥４５３，６００ 

夜間 
１６０時間 ８０回 ６ヶ月 ￥１０,８００ ￥２１,６００ 

￥４３２，０００ ￥４６４，４００ 

☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで    昼間部は昼間部は昼間部は昼間部は合計合計合計合計￥４００，６８０￥４００，６８０￥４００，６８０￥４００，６８０―、夜間部は合計￥―、夜間部は合計￥―、夜間部は合計￥―、夜間部は合計￥４１０，４００―４１０，４００―４１０，４００―４１０，４００―    

 

建築専科建築専科建築専科建築専科    ●●●●店舗空間デザインコース店舗空間デザインコース店舗空間デザインコース店舗空間デザインコース    
 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥４２１，２００ ￥４５３，６００ 

夜間 
１６０時間 ８０回 ６ヶ月 ￥１０,８００ ￥２１,６００ 

￥４３２，０００ ￥４６４，４００ 

☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで    昼間部は昼間部は昼間部は昼間部は合計合計合計合計￥４００，６８０￥４００，６８０￥４００，６８０￥４００，６８０―、夜間部は合計￥―、夜間部は合計￥―、夜間部は合計￥―、夜間部は合計￥４１０，４００―４１０，４００―４１０，４００―４１０，４００―    

    

建建建建築専科築専科築専科築専科    ●総合コース●総合コース●総合コース●総合コース    
 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥５７２，４００ ￥６０４，８００ 

夜間 
２２０時間 １１０回 ８ヶ月 ￥１０,８００ ￥２１,６００ 

￥５８３，２００ ￥６１５，６００ 

☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！さらに入学金ＯＦＦで    昼間部は昼間部は昼間部は昼間部は合計￥５３６，７６０合計￥５３６，７６０合計￥５３６，７６０合計￥５３６，７６０－、－、－、－、夜間部は夜間部は夜間部は夜間部は合計￥５４６，４８０合計￥５４６，４８０合計￥５４６，４８０合計￥５４６，４８０－－－－ 

    

建築専科建築専科建築専科建築専科    ●住宅デザイン●住宅デザイン●住宅デザイン●住宅デザイン ＋＋＋＋
プラス

    
 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥９７，２００ ￥１１３，４００ 

夜間 
３０時間 １５回 １．５ヶ月 ￥１０,８００ ￥５,４００ 

￥１０８．０００ ￥１２４，２００ 

☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１０％ＯＦＦ！！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！！さらに入学金ＯＦＦで    昼間部は昼間部は昼間部は昼間部は合計￥９２，８８０合計￥９２，８８０合計￥９２，８８０合計￥９２，８８０－、－、－、－、夜間部は夜間部は夜間部は夜間部は合計￥１０２，６００合計￥１０２，６００合計￥１０２，６００合計￥１０２，６００－－－－    

建築専科建築専科建築専科建築専科    ●リフォーム●リフォーム●リフォーム●リフォーム ＋＋＋＋
プラス

    
 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥９７，２００ ￥１１３，４００ 

夜間 
３０時間 １５回 １．５ヶ月 ￥１０,８００ ￥５,４００ 

￥１０８．０００ ￥１２４，２００ 

☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１０％ＯＦＦ！！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！！さらに入学金ＯＦＦで    昼間部は昼間部は昼間部は昼間部は合計合計合計合計￥９２，８８０－、￥９２，８８０－、￥９２，８８０－、￥９２，８８０－、夜間部は夜間部は夜間部は夜間部は合計￥１０２，６００－合計￥１０２，６００－合計￥１０２，６００－合計￥１０２，６００－    

建築専科建築専科建築専科建築専科    ●エクステリア●エクステリア●エクステリア●エクステリア ＋＋＋＋
プラス

    
 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥９７，２００ ￥１１３，４００ 

夜間 
３０時間 １５回 １．５ヶ月 ￥１０,８００ ￥５,４００ 

￥１０８．０００ ￥１２４，２００ 

☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１０％ＯＦＦ！！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！！さらに入学金ＯＦＦで    昼間部は昼間部は昼間部は昼間部は合計合計合計合計￥９２，８８０－、￥９２，８８０－、￥９２，８８０－、￥９２，８８０－、夜間部は夜間部は夜間部は夜間部は合計￥１０２，６００－合計￥１０２，６００－合計￥１０２，６００－合計￥１０２，６００－    

建築専科建築専科建築専科建築専科    ●店舗●店舗●店舗●店舗 ＋＋＋＋
プラス

    
 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥９７，２００ ￥１１３，４００ 

夜間 
３０時間 １５回 １．５ヶ月 ￥１０,８００ ￥５,４００ 

￥１０８．０００ ￥１２４，２００ 

☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１☆昼間・夜間部が受講料１０％ＯＦＦ！！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！！さらに入学金ＯＦＦで０％ＯＦＦ！！さらに入学金ＯＦＦで    昼間部は昼間部は昼間部は昼間部は合計合計合計合計￥９２，８８０－、￥９２，８８０－、￥９２，８８０－、￥９２，８８０－、夜間部は夜間部は夜間部は夜間部は合計￥１０２，６００－合計￥１０２，６００－合計￥１０２，６００－合計￥１０２，６００－ 

■■■■    オプションコースオプションコースオプションコースオプションコース    ■■■■    

■■■■    総合コース総合コース総合コース総合コース    ■■■■    

■■■■    基本コース基本コース基本コース基本コース    ■■■■    

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 
※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 
※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

●●●●●●●●●●●●建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    ●●●●●●●●●●●●ププププププププププププラララララララララララランンンンンンンンンンンンニニニニニニニニニニニニンンンンンンンンンンンンググググググググググググ４４４４４４４４４４４４ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス            ～～～～～～～～～～～～受受受受受受受受受受受受講講講講講講講講講講講講時時時時時時時時時時時時間間間間間間間間間間間間とととととととととととと受受受受受受受受受受受受講講講講講講講講講講講講料料料料料料料料料料料料～～～～～～～～～～～～    

●●●●●●●●●●●●建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●  

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～ 

１１ 

 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 

 

 

 

～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～    ■試験対策コース■■試験対策コース■■試験対策コース■■試験対策コース■    

■■■■    インテリアコーディネーター＆ＣＡＤコースインテリアコーディネーター＆ＣＡＤコースインテリアコーディネーター＆ＣＡＤコースインテリアコーディネーター＆ＣＡＤコース    ■■■■    
 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

初心者を対象に「インテリアコーディネーター資格」「インテリアコーディネーター資格」「インテリアコーディネーター資格」「インテリアコーディネーター資格」の取得と合わせ、就・転職に必須となる 

２２２２ DDDD・３・３・３・３ DDDD    CADCADCADCAD のスキルを学習できるコースです。 

「インテリアコーディネーター・ハンドブック」を基準に 1 次試験合格を目指します。 

業界必須の資格にＣＡＤと合わせてチャレンジ！ 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 ●インテリアコーディネーター＆ＣＡＤコース●インテリアコーディネーター＆ＣＡＤコース●インテリアコーディネーター＆ＣＡＤコース●インテリアコーディネーター＆ＣＡＤコース 

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥４２１，２００ ￥４５３，６００ 

夜間 
１６０時間 ８０回 ６ヶ月 ￥１０,８００ ￥２１,６００ 

￥４３２，０００ ￥４６４，４００ 

☆昼間部１☆昼間部１☆昼間部１☆昼間部１０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！    ８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥４００，６８０合計￥４００，６８０合計￥４００，６８０合計￥４００，６８０――――    

☆夜間部１☆夜間部１☆夜間部１☆夜間部１０％ＯＦＦ０％ＯＦＦ０％ＯＦＦ０％ＯＦＦ！！！！    ８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥４１０，４００合計￥４１０，４００合計￥４１０，４００合計￥４１０，４００―――― 

■■■■    インテリアコーディネーターインテリアコーディネーターインテリアコーディネーターインテリアコーディネーター1111 次試験対策コース次試験対策コース次試験対策コース次試験対策コース    ■■■■    

インテリア業界への就・転職にかかせない「インテリアコーディネーター資格」「インテリアコーディネーター資格」「インテリアコーディネーター資格」「インテリアコーディネーター資格」の取得

を目指すコースです。本コースで 1次試験に合格し、「2次試験対策コ－ス」へ進んでい

きましょう。 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 ●●●●インテリアコーディネーターインテリアコーディネーターインテリアコーディネーターインテリアコーディネーター1111 次試験対策コース次試験対策コース次試験対策コース次試験対策コース 

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥２４８，４００ ￥２７０，０００ 

夜間 
９０時間 ４５回 ３ヶ月 ￥１０,８００ ￥１０,８００ 

￥２５９，２００ ￥２８０，８００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２２３，５６０４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２２３，５６０４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２２３，５６０４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２２３，５６０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２３４，３６０合計￥２３４，３６０合計￥２３４，３６０合計￥２３４，３６０――――    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２３３，２８０４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２３３，２８０４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２３３，２８０４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２３３，２８０―さらに入―さらに入―さらに入―さらに入学金ＯＦＦで学金ＯＦＦで学金ＯＦＦで学金ＯＦＦで合計￥２４４，０８０合計￥２４４，０８０合計￥２４４，０８０合計￥２４４，０８０―――― 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

豊かな暮らしの実現のためには、インテリア計画インテリア計画インテリア計画インテリア計画や、インテリア関連商品インテリア関連商品インテリア関連商品インテリア関連商品に対する深

い知識が必要です。インテリアコーディネーター資格インテリアコーディネーター資格インテリアコーディネーター資格インテリアコーディネーター資格を取得してインテリアコーディネーインテリアコーディネーインテリアコーディネーインテリアコーディネー

ターターターターとして住宅設計住宅設計住宅設計住宅設計やインテリアデザインインテリアデザインインテリアデザインインテリアデザインの分野で活躍してみませんか？ 

また、その中でもキッチン空間キッチン空間キッチン空間キッチン空間は設備、機器類も多くより専門的な知識専門的な知識専門的な知識専門的な知識を要求される分

野です。キッチンスペシャリスト資格キッチンスペシャリスト資格キッチンスペシャリスト資格キッチンスペシャリスト資格はキッチン空間の演出により専門的なアプローチ

をする為の資格制度です。設計販売分野設計販売分野設計販売分野設計販売分野だけではなく、コンサルタントとしても活躍コンサルタントとしても活躍コンサルタントとしても活躍コンサルタントとしても活躍が

期待できます。 

注目される２つの試験にチャレンジしてインテリアインテリアインテリアインテリア、リフォームリフォームリフォームリフォームの業界にあなたも活躍あなたも活躍あなたも活躍あなたも活躍

の場の場の場の場を広げましょう。 

“インテリアコーディネーター”“インテリアコーディネーター”“インテリアコーディネーター”“インテリアコーディネーター”    

＆“キッチンスペシャリスト”試験対策＆“キッチンスペシャリスト”試験対策＆“キッチンスペシャリスト”試験対策＆“キッチンスペシャリスト”試験対策    

内容内容内容内容   インテリアコーディネーター１次試験対策（技術編）       50H 

   インテリアコーディネーター１次試験対策（販売編）       40H 

     ２Ｄ・３ＤＣＡＤ操作方法・実践的図面作成           70H 

     （使用ＣＡＤは（使用ＣＡＤは（使用ＣＡＤは（使用ＣＡＤは AutoCADAutoCADAutoCADAutoCAD、、、、VectorWoVectorWoVectorWoVectorWorksrksrksrks のいずれかを選択できます。）のいずれかを選択できます。）のいずれかを選択できます。）のいずれかを選択できます。）    

 

内容内容内容内容   インテリアコーディネーター１次試験対策（技術編）       50H 

   インテリアコーディネーター１次試験対策（販売編）       40H 

 

１２ 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 

 

■■■■    インテリアコーディネーター２次試験対策コースインテリアコーディネーター２次試験対策コースインテリアコーディネーター２次試験対策コースインテリアコーディネーター２次試験対策コース    ■■■■    

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

２次試験２次試験２次試験２次試験に必要となる製図の基礎知識製図の基礎知識製図の基礎知識製図の基礎知識を学習し、プレゼンテーション試験プレゼンテーション試験プレゼンテーション試験プレゼンテーション試験のフリーハンドドローイング

の実習と論文試験論文試験論文試験論文試験の模擬練習を通して企画、立案を具現化する表現力を身につけます。 

～受講時～受講時～受講時～受講時間と受講料～間と受講料～間と受講料～間と受講料～    
 ●●●●    インテリアコーディネーター２次試験対策コースインテリアコーディネーター２次試験対策コースインテリアコーディネーター２次試験対策コースインテリアコーディネーター２次試験対策コース        

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥１１８，８００ ￥１４０，４００ 

夜間 
４０時間 ２０回 １．５ヶ月 ￥１０,８００ ￥１０,８００ 

￥１２９，６００ ￥１５１，２００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ２０回（１回／１２０分）で、受講料２０回（１回／１２０分）で、受講料２０回（１回／１２０分）で、受講料２０回（１回／１２０分）で、受講料    ￥１０６，９２０￥１０６，９２０￥１０６，９２０￥１０６，９２０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥１１７，７２０合計￥１１７，７２０合計￥１１７，７２０合計￥１１７，７２０――――    

☆夜間部１☆夜間部１☆夜間部１☆夜間部１０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！    ２０回（１回／１２０分）で、受２０回（１回／１２０分）で、受２０回（１回／１２０分）で、受２０回（１回／１２０分）で、受講料講料講料講料    ￥１１６，６４０￥１１６，６４０￥１１６，６４０￥１１６，６４０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥１２７，４４０合計￥１２７，４４０合計￥１２７，４４０合計￥１２７，４４０―――― 

■■■■    インテリアＣＡＤコースインテリアＣＡＤコースインテリアＣＡＤコースインテリアＣＡＤコース    ■■■■    

業界標準の VectorWorksVectorWorksVectorWorksVectorWorks、CAD シェア No，1 の AutoCADAutoCADAutoCADAutoCAD から希望のソフトを選んで学習

できます。 

２ D のみならず３ D もプレゼンテーションテクニックも修得できるコースです。 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 ●インテリアＣＡＤコース●インテリアＣＡＤコース●インテリアＣＡＤコース●インテリアＣＡＤコース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥２２６，８００ ￥２５３，８００ 

夜間 
８０時間 ４０回 ３ヶ月 ￥１０,８００ ￥１６，２００ 

￥２３７，６００ ￥２６４，６００ 

☆昼間部☆昼間部☆昼間部☆昼間部1111０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！    ４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４，１２０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４，１２０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４，１２０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４，１２０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２２０，３２０合計￥２２０，３２０合計￥２２０，３２０合計￥２２０，３２０――――    

☆夜間部☆夜間部☆夜間部☆夜間部1111０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！    ４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２３０，０４０合計￥２３０，０４０合計￥２３０，０４０合計￥２３０，０４０―――― 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

内容内容内容内容   インテリア製図                        10H 

プレゼンテーション                      20H 

論文対策                           10H 

内容内容内容内容   ２Ｄ作図操作、作図演習                  30H 

３Ｄ操作方法、パース図作成                40H 

■■■■    インテリアコーディネーター資格取得コースインテリアコーディネーター資格取得コースインテリアコーディネーター資格取得コースインテリアコーディネーター資格取得コース    ■■■■    
 

■試験対策コース■■試験対策コース■■試験対策コース■■試験対策コース■    ～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～    

人気の「インテリアコーディネーター資格」の取得を目指すコースです。 

１次の学科試験の対策講義から、２次の実技試験の模擬練習、プレゼンテーションのノウハウなど、

初心者から業界への就・転職を目指す人にオススメです！ 

 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 ●インテリアコーディネーター資格取得コース●インテリアコーディネーター資格取得コース●インテリアコーディネーター資格取得コース●インテリアコーディネーター資格取得コース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥４２１，２００ ￥４５３，６００ 

夜間 
１６０時間 ８０回 ６ヶ月 ￥１０,８００ ￥２１,６００ 

￥４３２，０００ ￥４６４，４００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥４００，６８０合計￥４００，６８０合計￥４００，６８０合計￥４００，６８０――――    

☆夜間部１☆夜間部１☆夜間部１☆夜間部１００００％ＯＦＦ！％ＯＦＦ！％ＯＦＦ！％ＯＦＦ！    ８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥４１０合計￥４１０合計￥４１０合計￥４１０，４００，４００，４００，４００―――― 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

内容内容内容内容   インテリアコーディネーター１次試験対策（技術編）       50H 

   インテリアコーディネーター１次試験対策（販売編）       40H 

   インテリアコーディネーター２次試験対策（インテリア製図）   20H 

インテリアコーディネーター２次試験対策（プレゼンテーション） 30H 

インテリアコーディネーター２次試験対策（論文対策）      20H 

 

 

１３ 

 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    
 

 

 

■■■■    キッチンスペシャリスト＆ＣＡＤコースキッチンスペシャリスト＆ＣＡＤコースキッチンスペシャリスト＆ＣＡＤコースキッチンスペシャリスト＆ＣＡＤコース    ■■■■    
 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

住宅設計やインテリアデザインだけではなくコンサルタントとしても活躍できる注目の

資格にチャレンジしましょう。 

総合試験（学科・実技）の対策と同時に就・転職に必須となる２Ｄ・３ＤＣＡＤのスキ

ルを学習できるコースです。 

 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 ●●●●    キッチンスペシャリスト＆ＣＡＤコースキッチンスペシャリスト＆ＣＡＤコースキッチンスペシャリスト＆ＣＡＤコースキッチンスペシャリスト＆ＣＡＤコース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥４２１，２００ ￥４５３，８００ 

夜間 
１６０時間 ８０回 ６ヶ月 ￥１０,８００ ￥２１,６００ 

￥４３２，０００ ￥４６４，４００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０－８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０－８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０－８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０－―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥４００，６８０合計￥４００，６８０合計￥４００，６８０合計￥４００，６８０――――    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥４１０，４００合計￥４１０，４００合計￥４１０，４００合計￥４１０，４００―――― 

■■■■    キッチンスペシャリスト総合試験対策コースキッチンスペシャリスト総合試験対策コースキッチンスペシャリスト総合試験対策コースキッチンスペシャリスト総合試験対策コース    ■■■■    
 

キッチンスペシャリスト総合（学科・実技）試験を受験する為の対策コースです。 

インテリアコーディネーターを取得した方が更なる専門分野へ進まれる時にもお勧

めできます。学科・実技を一度に受験して資格取得を目指しましょう。 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 ●●●●    キッチンスペシャリスト総合試験対策コースキッチンスペシャリスト総合試験対策コースキッチンスペシャリスト総合試験対策コースキッチンスペシャリスト総合試験対策コース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥２２６，８００ ￥２５３，８００ 

夜間 
８０時間 ４０回 ３ヶ月 ￥１０，８００ ￥１６，２００ 

￥２３７，６００ ￥２６４，６００ 

☆昼間部１☆昼間部１☆昼間部１☆昼間部１０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！    ４０４０４０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４，１２０回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４，１２０回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４，１２０回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４，１２０―さら―さら―さら―さらに入学金ＯＦＦでに入学金ＯＦＦでに入学金ＯＦＦでに入学金ＯＦＦで合計￥２２０，３２０合計￥２２０，３２０合計￥２２０，３２０合計￥２２０，３２０――――    

☆夜間部１☆夜間部１☆夜間部１☆夜間部１０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！    ４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０４０回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２３０，０４０合計￥２３０，０４０合計￥２３０，０４０合計￥２３０，０４０―――― 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

内容内容内容内容   キッチンスペシャリスト総合（学科）試験対策編         50H 

キッチンスペシャリスト総合（実技）試験対策編         40H 

     ２Ｄ・３ＤＣＡＤ操作方法・実践的図面作成           70H 

     （使用ＣＡＤは（使用ＣＡＤは（使用ＣＡＤは（使用ＣＡＤは AutoCADAutoCADAutoCADAutoCAD、、、、VectorWorksVectorWorksVectorWorksVectorWorks のいずれかを選択できます。）のいずれかを選択できます。）のいずれかを選択できます。）のいずれかを選択できます。）    

 

内容内容内容内容   キッチンスペシャリスト総合（学科）試験対策編         40H 

キッチンスペシャリスト総合（実技）試験対策編         40H 

 

■■■■    キッチンスペシャリスト学科試験対策コースキッチンスペシャリスト学科試験対策コースキッチンスペシャリスト学科試験対策コースキッチンスペシャリスト学科試験対策コース    ■■■■    
 

未経験の方や、学生の方、まずは学科をクリアしたいという方のコースです。 

学科試験をクリアした後、経験を積みながらじっくり実技試験に備えましょう。 
 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 ●キッチンスペシャ●キッチンスペシャ●キッチンスペシャ●キッチンスペシャリスト学科試験対策コースリスト学科試験対策コースリスト学科試験対策コースリスト学科試験対策コース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥１１８，８００ ￥１４０，４００ 

夜間 
４０時間 ２０回 １．５ヶ月 ￥１０,８００ ￥１０,８００ 

￥１２９，６００ ￥１５１，２００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ２０回（１回／１２０分）で、受講料２０回（１回／１２０分）で、受講料２０回（１回／１２０分）で、受講料２０回（１回／１２０分）で、受講料    ￥１０６，９２０￥１０６，９２０￥１０６，９２０￥１０６，９２０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥１１７，７２０合計￥１１７，７２０合計￥１１７，７２０合計￥１１７，７２０――――    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ２０回（１回／１２０分）で、受講料２０回（１回／１２０分）で、受講料２０回（１回／１２０分）で、受講料２０回（１回／１２０分）で、受講料    ￥１１６，６４０￥１１６，６４０￥１１６，６４０￥１１６，６４０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥１２７，４合計￥１２７，４合計￥１２７，４合計￥１２７，４４０４０４０４０―――― 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

内容内容内容内容   キッチンスペシャリスト学科（学科試験対策編）         40H 

■試験対策コース■■試験対策コース■■試験対策コース■■試験対策コース■    ～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～    

１４ 

 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■    キッチンスペシャリスト実技試験コースキッチンスペシャリスト実技試験コースキッチンスペシャリスト実技試験コースキッチンスペシャリスト実技試験コース    ■■■■    
 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

学科試験に合格した方は実技試験の実習を積んで資格取得を目指しましょう。 

模擬試験演習を繰り返すことで、自信をつけることが出来ます。 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 

●●●●    キッチンスペシャリスト実技試験コースキッチンスペシャリスト実技試験コースキッチンスペシャリスト実技試験コースキッチンスペシャリスト実技試験コース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥１１８，８００ ￥１４０，４００ 

夜間 
４０時間 ２０回 １．５ヶ月 ￥１０,８００ ￥１０,８００ 

￥１２９，６００ ￥１５１，２００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ２０回（１回／１２０分）で、受講料２０回（１回／１２０分）で、受講料２０回（１回／１２０分）で、受講料２０回（１回／１２０分）で、受講料    ￥１０６，９２０￥１０６，９２０￥１０６，９２０￥１０６，９２０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥１１７，７２０合計￥１１７，７２０合計￥１１７，７２０合計￥１１７，７２０――――    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ２０回（１回／１２０分）で、受講料２０回（１回／１２０分）で、受講料２０回（１回／１２０分）で、受講料２０回（１回／１２０分）で、受講料    ￥１１６，６４０￥１１６，６４０￥１１６，６４０￥１１６，６４０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥１２７，４４０合計￥１２７，４４０合計￥１２７，４４０合計￥１２７，４４０―――― 

内容   キッチンスペシャリスト実技（実技試験対策編）         40H 

 

■試験対策コース■■試験対策コース■■試験対策コース■■試験対策コース■    ～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～    

■■■■    インテリアコーディネーター試験の概要インテリアコーディネーター試験の概要インテリアコーディネーター試験の概要インテリアコーディネーター試験の概要    ■■■■    
 

インテリアコーディネーター試験を受けるには、３つの方法があります。インテリアコーディネーター試験を受けるには、３つの方法があります。インテリアコーディネーター試験を受けるには、３つの方法があります。インテリアコーディネーター試験を受けるには、３つの方法があります。    

【基本タイプ】【基本タイプ】【基本タイプ】【基本タイプ】    

同一年内に一次・二次試験

を受験する方。 

一次試験不合格の場合は二

次試験を受験できません。    

【一次試験先取りタイプ【一次試験先取りタイプ【一次試験先取りタイプ【一次試験先取りタイプ】】】】    

一次試験のみ受験する方。 

    

【【【【二次試験専攻タイプ二次試験専攻タイプ二次試験専攻タイプ二次試験専攻タイプ】】】】    

既に一次試験を合格し、 

二次試験のみ受験する方。 

受験資格受験資格受験資格受験資格    

一次試験（学科）一次試験（学科）一次試験（学科）一次試験（学科）：年齢・性別・学歴・職業・経験は問いません。 

二次試験（実技）二次試験（実技）二次試験（実技）二次試験（実技）：一次試験に合格していること。 

その他、年齢・性別・学歴・職業・経験は問いません。 

 

学科試験の免除期間は学科試験の免除期間は学科試験の免除期間は学科試験の免除期間は 3333年間です。年間です。年間です。年間です。    

一次試験に合格し。二次試験で不合格となった場合、次年度から 3年間は一次

試験が免除になります。 

合格合格合格合格    （資格登録（資格登録（資格登録（資格登録 5555年間有年間有年間有年間有効）効）効）効）    
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正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 

 

■試験対策コース■■試験対策コース■■試験対策コース■■試験対策コース■    ～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～    

■■■■    キッチンスペシャリスト試験の概要キッチンスペシャリスト試験の概要キッチンスペシャリスト試験の概要キッチンスペシャリスト試験の概要    ■■■■    
 

キッチンスキッチンスキッチンスキッチンスペシャリスト試験を受けるには、３つの方法があります。ペシャリスト試験を受けるには、３つの方法があります。ペシャリスト試験を受けるには、３つの方法があります。ペシャリスト試験を受けるには、３つの方法があります。    

年齢や経験に応じて、資格認定へのコースを選びましょう。年齢や経験に応じて、資格認定へのコースを選びましょう。年齢や経験に応じて、資格認定へのコースを選びましょう。年齢や経験に応じて、資格認定へのコースを選びましょう。    

【総合タイプ】【総合タイプ】【総合タイプ】【総合タイプ】    

学科試験と実技試験を同時

に受験できます。 

満満満満 23232323 歳以上歳以上歳以上歳以上    

または満満満満 23232323 歳未満で実務歳未満で実務歳未満で実務歳未満で実務

経験が満経験が満経験が満経験が満 3333 年以上年以上年以上年以上のいずれ

かが受験資格となります。    

【学科タイプ】【学科タイプ】【学科タイプ】【学科タイプ】    

年齢、実務経験に関係なく

誰でも受験できます。 

【実技タイプ】【実技タイプ】【実技タイプ】【実技タイプ】    

満満満満 23232323歳以上歳以上歳以上歳以上 

または満満満満 23232323 歳未満で実務歳未満で実務歳未満で実務歳未満で実務

経験が満経験が満経験が満経験が満 3333年以上年以上年以上年以上    

のいずれかに該当し、学科

試験合格後の免除期間内で

あることが受験資格となり

ます。    

学科試験の免除期間は学科試験の免除期間は学科試験の免除期間は学科試験の免除期間は 3333年間です。年間です。年間です。年間です。    

１．満１．満１．満１．満 23232323 歳以上、または実務経験歳以上、または実務経験歳以上、または実務経験歳以上、または実務経験 3333 年以上を有しながら学科試験のみ合格年以上を有しながら学科試験のみ合格年以上を有しながら学科試験のみ合格年以上を有しながら学科試験のみ合格

した場合は、次年度からした場合は、次年度からした場合は、次年度からした場合は、次年度から 3333年間が免除期間です。年間が免除期間です。年間が免除期間です。年間が免除期間です。    

    

２．満２．満２．満２．満 23232323 歳未満の資格で学科試験を受験して合格し、実務経験が不足して歳未満の資格で学科試験を受験して合格し、実務経験が不足して歳未満の資格で学科試験を受験して合格し、実務経験が不足して歳未満の資格で学科試験を受験して合格し、実務経験が不足して

いるときは、満いるときは、満いるときは、満いるときは、満 23232323歳に達してから歳に達してから歳に達してから歳に達してから 3333年間が免除期年間が免除期年間が免除期年間が免除期間です。間です。間です。間です。    

    

３．実務経験が満３．実務経験が満３．実務経験が満３．実務経験が満 3333 年を経過し、満年を経過し、満年を経過し、満年を経過し、満 23232323 歳未満で実技試験の受験を希望する歳未満で実技試験の受験を希望する歳未満で実技試験の受験を希望する歳未満で実技試験の受験を希望する

場合、実技試験を受験した年度から場合、実技試験を受験した年度から場合、実技試験を受験した年度から場合、実技試験を受験した年度から 3333年が免除期間です。年が免除期間です。年が免除期間です。年が免除期間です。    

合格合格合格合格    （資格登録（資格登録（資格登録（資格登録 5555年間有効）年間有効）年間有効）年間有効）    
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～作品づくりを中心とした実践カリキュラム４コース～ 

ＣＧパース全盛の昨今でもイメージ伝達の方法として、模型は欠くことのできないツール

です。設計者の検討用から顧客へのプレゼンテーションまでわかり易さが求められる今日、

模型は再評価されています。 

短時間でプロの製作技術を習得出来る様にカリキュラムを編成しました。 

これから設計業界を目指す方のみならず、建築事務所等で設計業務に携わる方のスキルア

ップに、また趣味として楽しむ方にも大変魅力的な講座です。 

初めてカッターを手にする方でも、簡単に模型が製作できるノウハウを習得出来ます。 

上級コースまで習得すればプロとしての独立も夢ではありません。 

あなたもモデラーとしての第１歩を踏み出してみませんか？ 

 

 

【教  材】   カッター・替刃・スチール定規 

三角定規・カッティングマット 

スチのり・待ち針 

 

【テキスト】  作成の手引き（初級～上級） 

課題図面集（初級～上級） 

製作用シート（初級～上級） 

 

 

●●●●建築模型建築模型建築模型建築模型コースコースコースコース    初級初級初級初級    

 

初めて建築模型を勉強される方のコースです。 

模型製作の目的、模型の種類や図面の読み方、パーツのカット練習などはじめてカッター

を使う方でも模型製作の基本を身に付けることが出来ます。 

製作課題は木造住宅の外観模型。打合せ、検討用として十分に活用できるレベルです。 

設計事務所で働いている方でも設計・デザインのスキルアップに役立てられます。 

 

 時間数 回 数 期 間 入学金 教材費 受講料 合 計 

昼間 ￥81,000 ￥102,600  

夜間 
30 時間 15 回 1.5 ヶ月 ￥5,４００ ￥16,200 

￥91,800 ￥113,400 

建築模型 コース案内 
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●●●●建築模型建築模型建築模型建築模型コースコースコースコース    中級中級中級中級    

 

クライアントへのプレゼンテーションを想定した内外観模型を製作していきます。 

内装模型製作の基本を習得しながら１ランク、グレードアップした外装表現を練習してい

きます。デッキや屋根材の細かい表現などプロ級のテクニックに挑みます。 

業務としてだけでなく趣味としても十分楽しめる内容です。 

 

 時間数 回 数 期 間 入学金 教材費 受講料 合 計 

昼間 ￥108,000 ￥129,600 

夜間 
40 時間 20 回 2 ヶ月 ￥5,４００ ￥16,200 

￥118,800 ￥140,400 

 

    

●●●●建築模型建築模型建築模型建築模型コースコースコースコース    上級上級上級上級    

 

本格的なプレゼンテーション用の模型製作の講座です。 

製作課題は各々の目的に合わせテーマを選択します。（木造住宅・ＲＣ造マンション・店舗

など）エクステリアの植栽等も含め、プロモデラーとしてのレベルを目指していきます。 

また、オリジナルのドールハウスなど設計の分野以外での活躍の場も広がっていきます。 

独立も夢ではないかもしれません。 

 

 時間数 回 数 期 間 入学金 教材費 受講料 合 計 

昼間 ￥135,000 ￥162,000 

夜間 
60 時間 25 回 3 ヶ月 ￥5,４００ ￥21,６００ 

￥145,800 ￥172,800 

 

 

●●●●建築模型建築模型建築模型建築模型コースコースコースコース    総合総合総合総合    

 

初級～上級までを統合した講座です。 

講習内容・製作課題等は変わりませんがスムーズに課題進行が出来る分効率よく一気に学

習することが出来ます。 

 

 時間数 回 数 期 間 入学金 教材費 受講料 合 計 

昼間 ￥313,200 ￥367,200 

夜間 
120 時間 60 回 4.5 ヶ月 ￥10,８00 ￥43,200 

￥324,000 ￥378,000 

 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金がＯＦＦになります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 
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正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター １９ 

 

●●●●●●●●●●●●建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    
 

    

    

多岐の分野に広がる建築業界の中で必要となる建築知識を、製図・CAD 初心者の方でも 

一から学習できます。 

建築物の構造・概要を理解し、製図のみならず設計補佐として実務に携わることのできる能力を、 

１年間で習得できるコースです。 

またカリキュラムは【CAD 利用技術者試験】（１・２級）、【CAD トレース技能審査】（初級）にも 

対応していますので、試験対策コースを別途、履修する必要はありません。 

 

～入学要項～～入学要項～～入学要項～～入学要項～    

１．入１．入１．入１．入    学学学学        ：：：：    毎月・月初め、又は随時開校 

２．授２．授２．授２．授    業業業業        ：：：：    毎週 月・火・木・金 の週４回 （２００日前後）   ※夏・冬・春期休講あり 

３．時３．時３．時３．時    間間間間        ：：：：    午前１０：００～１２：００／午後１３：００～１５：００ （計 ４時間） 

４．入学資格：４．入学資格：４．入学資格：４．入学資格：    高等学校卒業相当の学力があれば、どなたでもご入学できます。 

５．試５．試５．試５．試    験験験験        ：：：：    前期・後期 計２回 （実技科目は授業内制作課題にて評価） 

６．卒業単位：６．卒業単位：６．卒業単位：６．卒業単位：    ○ 全単位の 2/3 以上の出席日数 

○ 全科試験にて水準点以上を取得 

○ 卒業課題を提出し、審査合格したもの 

※ 授業日程・習得単位数等は、入学時ガイダンスにより発表します。 

 

～カリキュラム～～カリキュラム～～カリキュラム～～カリキュラム～    

    

    

        建築概論１建築概論１建築概論１建築概論１ 製図基礎，一般構造（木造・鉄骨造・RC 造）    

    

        製図実技１製図実技１製図実技１製図実技１ トレース基礎演習，木造住宅作図演習 

  （【CAD トレース技能審査】 初級 相当）  

 

        CADCADCADCAD 操作１操作１操作１操作１ 作図・編集の基礎操作，木造住宅作図演習 

 

            図図図図        学学学学 基礎図学，図学上の数式的理論 

  （【CAD 利用技術者試験】 ２級 相当）     
            
    

    

    

建築概論２建築概論２建築概論２建築概論２ 仕上げ詳細納り，建築法規（抜粋）    

    

        製図実技２製図実技２製図実技２製図実技２ パース理論・演習，鉄骨・RC 造作図演習（選択） 

 

        CADCADCADCAD 操操操操作２作２作２作２ 各種設定機能，図学的作図演習，３D 作図操作 
（【CAD 利用技術者試験】 １級 相当）  

            

CADCADCADCAD 製図製図製図製図 本格的作図演習 

  （各自テーマーを決め、卒業制作課題の演習）    
    

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    

    

建築専科建築専科建築専科建築専科    ●１年コース●１年コース●１年コース●１年コース    
 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

全日制 ８００時間 ４００回 １ヶ年 ￥５４,０００ ￥１０８,０００ ￥９７２,０００ ￥１,１３４,０００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ４００回（１回／１２０分）で、受講料￥８７４，８００―さらに入学金ＯＦＦで４００回（１回／１２０分）で、受講料￥８７４，８００―さらに入学金ＯＦＦで４００回（１回／１２０分）で、受講料￥８７４，８００―さらに入学金ＯＦＦで４００回（１回／１２０分）で、受講料￥８７４，８００―さらに入学金ＯＦＦで合計￥９８合計￥９８合計￥９８合計￥９８２，８００―２，８００―２，８００―２，８００― 

■■■■    １年コース１年コース１年コース１年コース    ■■■■    ★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

■■■■    前前前前    期期期期    ■■■■    ■■■■    後後後後    期期期期    ■■■■    

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

●●●●●●●●●●●●建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    ■■■■■■■■■■■■１１１１１１１１１１１１年年年年年年年年年年年年ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■    



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター 
２０ 

 

 

●●●●●●●●●●●●建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    
 

 

    

    

    

建築の分野でのトレース・製図の知識を、初心者の方でも短期間でしっかりと習得できます。 

「CAD の操作はできるけれど、製図の知識を基本から身に付けたい！」という方にもお薦めのコースです。 

もちろん CAD 専科等、他のコースからの編入もできます。 

 

 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    

    

建築専科建築専科建築専科建築専科    ●建築製図コース●建築製図コース●建築製図コース●建築製図コース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥２２６,８００ ￥２５７,０４０ 

夜間 
９０時間 ４５回 ４ヶ月 ￥１０,８００ ￥１９,４４０ 

￥２４８,４００ ￥２７９,１４０ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４，１２０―さらに入学金ＯＦＦで４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４，１２０―さらに入学金ＯＦＦで４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４，１２０―さらに入学金ＯＦＦで４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４，１２０―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２２３，５６０―合計￥２２３，５６０―合計￥２２３，５６０―合計￥２２３，５６０―    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２２３，５６０―さらに入学金ＯＦＦで４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２２３，５６０―さらに入学金ＯＦＦで４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２２３，５６０―さらに入学金ＯＦＦで４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２２３，５６０―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２４３，０００―合計￥２４３，０００―合計￥２４３，０００―合計￥２４３，０００― 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

初めて建築パースを学ぶ方向けのコースです。 

パースの理論からさまざまな表現方法まで、業界で人気の高いパース図にチャレンジしてみませんか？ 

製図初心者でも一から学習できるカリキュラムとなっています。 

もちろん、他のコースからの編入もできます。 

 

 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    

    

建築専科建築専科建築専科建築専科    ●建築パース入門コース●建築パース入門コース●建築パース入門コース●建築パース入門コース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥２１６,０００ ￥２４６,２４０ 

夜間 
７０時間 ３５回 ３ヶ月 ￥１０,８００ ￥１９,４４０ 

￥２３７,６００ ￥２６７,８４０ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ３５回（１回／１２０分）で、受講料￥１９４，４００―さらに入学金ＯＦＦで３５回（１回／１２０分）で、受講料￥１９４，４００―さらに入学金ＯＦＦで３５回（１回／１２０分）で、受講料￥１９４，４００―さらに入学金ＯＦＦで３５回（１回／１２０分）で、受講料￥１９４，４００―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２１３，８４０―合計￥２１３，８４０―合計￥２１３，８４０―合計￥２１３，８４０―    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ３５回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３３５回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３３５回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３３５回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０―さらに入学金ＯＦＦで，８４０―さらに入学金ＯＦＦで，８４０―さらに入学金ＯＦＦで，８４０―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２３３，２８０―合計￥２３３，２８０―合計￥２３３，２８０―合計￥２３３，２８０― 

 

■■■■    建築製図コース建築製図コース建築製図コース建築製図コース    ■■■■    

■ 建築パース（手書き）コース建築パース（手書き）コース建築パース（手書き）コース建築パース（手書き）コース    ■■■■    

●●●●●●●●●●●●建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    ■■■■■■■■■■■■建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築製製製製製製製製製製製製図図図図図図図図図図図図ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■            ／／／／／／／／／／／／            ■■■■■■■■■■■■建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築パパパパパパパパパパパパーーーーーーーーーーーースススススススススススス入入入入入入入入入入入入門門門門門門門門門門門門ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■    

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    
 

 

 

●●●●●●●●●●●●建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    
 

 

    

    

初めて試験を受ける方でも、試験に必要な学科の基礎知識から、 

実技の製図まで、現役の設計士がマンツーマンで指導致します。 

 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
    

建築専科建築専科建築専科建築専科    ●２級建築士●２級建築士●２級建築士●２級建築士    総合講座総合講座総合講座総合講座    
 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥６３７，２００ ￥６７５,０００ 

夜間 
１８０時間 ９０回 ７ヶ月 ￥１０,８００ ￥２７,０００ 

￥６４８，０００ ￥６８５,８００ 

☆昼間部１☆昼間部１☆昼間部１☆昼間部１０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！    ９０回（１回／１２０分）で、受講料￥５７３，４８０９０回（１回／１２０分）で、受講料￥５７３，４８０９０回（１回／１２０分）で、受講料￥５７３，４８０９０回（１回／１２０分）で、受講料￥５７３，４８０―さら―さら―さら―さらに入学金ＯＦＦでに入学金ＯＦＦでに入学金ＯＦＦでに入学金ＯＦＦで合計￥６００，４８０合計￥６００，４８０合計￥６００，４８０合計￥６００，４８０――――    

☆夜間部１☆夜間部１☆夜間部１☆夜間部１０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！    ９０回（１回／１２０分）で、受講料￥５８３，２００９０回（１回／１２０分）で、受講料￥５８３，２００９０回（１回／１２０分）で、受講料￥５８３，２００９０回（１回／１２０分）で、受講料￥５８３，２００―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥６１０，２００合計￥６１０，２００合計￥６１０，２００合計￥６１０，２００―――― 

    

    

    

初めて受験される方、とりあえず学科合格が目標の方に最適なコースです。 

    

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
    

    

建築専科建築専科建築専科建築専科    ●２級建築士学科コース●２級建築士学科コース●２級建築士学科コース●２級建築士学科コース    
 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥３７８,０００ ￥４０５,０００ 

夜間 
１００時間 ５０回 ４ヶ月 ￥１０,８００ ￥１６，２００ 

￥３８８,８００ ￥４１５,８００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ５０回（１回／１２０分）で、受講料￥３４０，２００５０回（１回／１２０分）で、受講料￥３４０，２００５０回（１回／１２０分）で、受講料￥３４０，２００５０回（１回／１２０分）で、受講料￥３４０，２００―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥３５６，４００合計￥３５６，４００合計￥３５６，４００合計￥３５６，４００――――    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ５０回（１回／１２０分）で、受講料￥３４９，９２０５０回（１回／１２０分）で、受講料￥３４９，９２０５０回（１回／１２０分）で、受講料￥３４９，９２０５０回（１回／１２０分）で、受講料￥３４９，９２０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥３６６，１２０合計￥３６６，１２０合計￥３６６，１２０合計￥３６６，１２０―――― 

 

    

    

実技に必ず受かりたい方、学科は受かっている方にお勧めなコースです。 

 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
    

    

建築専科建築専科建築専科建築専科    ●２級建築士実技コース●２級建築士実技コース●２級建築士実技コース●２級建築士実技コース    
 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥４２１,２００ ￥４４８,２００ 

夜間 
１２０時間 ６０回 ４．５ヶ月 ￥１０，８００ ￥１６,２００ 

￥４３２,０００ ￥４５９,０００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ６０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０６０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０６０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０６０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９，０８０―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥３９５，２８０合計￥３９５，２８０合計￥３９５，２８０合計￥３９５，２８０――――    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ６０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００６０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００６０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００６０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８，８００―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで―さらに入学金ＯＦＦで合計￥４０５，０００合計￥４０５，０００合計￥４０５，０００合計￥４０５，０００―――― 

 

■■■■    ２級建築士２級建築士２級建築士２級建築士    総合講座（学科総合講座（学科総合講座（学科総合講座（学科++++製図）製図）製図）製図）    ■■■■    
 

■■■■    ２級建築士２級建築士２級建築士２級建築士    学科コース学科コース学科コース学科コース        ■■■■    
 

●●●●●●●●●●●●建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    ■■■■■■■■■■■■２２２２２２２２２２２２級級級級級級級級級級級級建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築士士士士士士士士士士士士            総総総総総総総総総総総総合合合合合合合合合合合合講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座■■■■■■■■■■■■            ／／／／／／／／／／／／            ■■■■■■■■■■■■２２２２２２２２２２２２級級級級級級級級級級級級建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築士士士士士士士士士士士士            学学学学学学学学学学学学科科科科科科科科科科科科ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■            ／／／／／／／／／／／／            ■■■■■■■■■■■■２２２２２２２２２２２２級級級級級級級級級級級級建建建建建建建建建建建建築築築築築築築築築築築築士士士士士士士士士士士士            実実実実実実実実実実実実技技技技技技技技技技技技ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■    

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

■■■■    ２級建築士２級建築士２級建築士２級建築士    実技コース実技コース実技コース実技コース        ■■■■    
 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

２１ 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 

●●●●●●●●●●●●機機機機機機機機機機機機械械械械械械械械械械械械専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●  

正栄の機械専科機械専科機械専科機械専科は、“機械工学は未経験”“機械工学は未経験”“機械工学は未経験”“機械工学は未経験”という方でも 

また CADCADCADCAD 初心者初心者初心者初心者の方でも、安心して受講していただけるコース、 

一方 機械工学系の学校を卒業された方、あるいは既にお仕事 

で機械製図に携わっていて、更にキャリアアップを考えていると 

いう方にもご満足いただけるコース など・・・ 

豊富なカリキュラムをご用意しています。 

もちろん、どのコースもオーダーメイドレッスンオーダーメイドレッスンオーダーメイドレッスンオーダーメイドレッスン！ 

あなたのスケジュールに合わせて、目的に沿ったコースをご自由にお選びください。 

■■■■    工業デザイン設計コース工業デザイン設計コース工業デザイン設計コース工業デザイン設計コース    ■■■■    
 

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

●製図～ＣＡＤまで幅広く学習できる●製図～ＣＡＤまで幅広く学習できる●製図～ＣＡＤまで幅広く学習できる●製図～ＣＡＤまで幅広く学習できる    ～～～～    機械専科人気の２コース！！機械専科人気の２コース！！機械専科人気の２コース！！機械専科人気の２コース！！    
 

時間数／１６０ｈ （約６ヶ月） 

●専門家を目指すなら●専門家を目指すなら●専門家を目指すなら●専門家を目指すなら    ～～～～    機械専科の１年コース！！機械専科の１年コース！！機械専科の１年コース！！機械専科の１年コース！！    
 

■■■■    １年コース１年コース１年コース１年コース    ■■■■    
 

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    時間数／８００ｈ （約１ヶ年） 

●製図を中心に●製図を中心に●製図を中心に●製図を中心に    ～～～～    正栄ならではの２コース！正栄ならではの２コース！正栄ならではの２コース！正栄ならではの２コース！！！！！    
 

■■■■    機械製図コース機械製図コース機械製図コース機械製図コース    ■■■■    
 

時間数／９０ｈ （約４ヶ月） 

■■■■    テクニカルイラストコーステクニカルイラストコーステクニカルイラストコーステクニカルイラストコース    ■■■■    
 

時間数／７０ｈ （約３ヶ月） 

※各コースの詳しい内容については、次頁以降でご案内しています。 

●●●●●●●●●●●●機機機機機機機機機機機機械械械械械械械械械械械械専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    ■■■■■■■■■■■■ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス一一一一一一一一一一一一覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧■■■■■■■■■■■■    

使使使使用機種用機種用機種用機種    ：：：：    

■■■■    メカニカルデザインコースメカニカルデザインコースメカニカルデザインコースメカニカルデザインコース    ■■■■    
 

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    時間数／９０ｈ （約４ヶ月） 

２２ 

AutoCAD AutoCAD AutoCAD AutoCAD （（（（2005200520052005／／／／2006200620062006））））    
AutoCAD LT 2012AutoCAD LT 2012AutoCAD LT 2012AutoCAD LT 2012    
Inventer Inventer Inventer Inventer ・・・・ Mechanical Desktop Mechanical Desktop Mechanical Desktop Mechanical Desktop    
Vector WorkVector WorkVector WorkVector Workｓｓｓｓ 11  11  11  11 ・・・・ Jw_win Jw_win Jw_win Jw_win    
Shade 12Shade 12Shade 12Shade 12    



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

 

■■■■    製製製製     図図図図    ■■■■    
 

■■■■    C AC AC AC A DDDD    ■■■■    
 

●●●●●●●●●●●●工工工工工工工工工工工工業業業業業業業業業業業業デデデデデデデデデデデデザザザザザザザザザザザザイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンン設設設設設設設設設設設設計計計計計計計計計計計計ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス●●●●●●●●●●●●    
時間数／１６０ｈ （約６ヶ月） 

最近の急速な科学技術の進展やコンピュータリゼーションに対応 

することを考慮しながら、実情に即し必要十分な内容をできるだけ 

簡潔に構成しています。工夫をこらした図解など、初心者でも機械 

工学の基礎的分野を学んでいただける内容になっています。 

また実際に日用品のデザインを行い、インダストリアルデザインの 

プロセスを実体験的に学習します。 

CAD 操作は AutoCADAutoCADAutoCADAutoCAD、３D 設計支援ソフト Mechanical DesktopMechanical DesktopMechanical DesktopMechanical Desktop 

などを使用し、デジタル解析の技法を実技中心に学習します。 

“製図やＣＡＤだけでは物足りない！”という方におすすめです。 

～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～    

機械基礎製図機械基礎製図機械基礎製図機械基礎製図    

・製図総則  ・機械製図通則 

 
機械製図に必要な図学機械製図に必要な図学機械製図に必要な図学機械製図に必要な図学    

・投影法の種類  ・第三角法 
 
応用作図の実践応用作図の実践応用作図の実践応用作図の実践    

・補助投影  ・断面図 
・相貫体と相貫線 

立体図立体図立体図立体図（テクニカルイラストレーション）（テクニカルイラストレーション）（テクニカルイラストレーション）（テクニカルイラストレーション）    

・立体図の理論  ・用語 
・楕円プレート  ・楕円分度器 
・エスキース・スケッチ 

機機機機    械械械械    要要要要    素素素素    

・締結部品（ねじ）  ・寸法公差とはめあい 

・仕上げ記号 ・幾何公差 ・歯車 

インダストリアルデザインインダストリアルデザインインダストリアルデザインインダストリアルデザイン 

・日用品の基本デザイン ・実践の方法 

・ユニバーサルデザイン 

機械製図演習機械製図演習機械製図演習機械製図演習 

・部品図と組立図  ・立体組立図 

MechanMechanMechanMechanical Desktopical Desktopical Desktopical Desktop    

・３Ｄモデリング  ・解析 

AutoCADAutoCADAutoCADAutoCAD 応用応用応用応用 

・AutoCAD ３D  ・作図演習 

機械製品図制作機械製品図制作機械製品図制作機械製品図制作    

・部品図   ・組立図 

AutoCADAutoCADAutoCADAutoCAD 基礎基礎基礎基礎 

・AutoCAD ２D  ・作図演習 

３Ｄ３Ｄ３Ｄ３Ｄ    設計設計設計設計 

・Mechanical Desktop 応用   ・演習課題制作 

■■■■■■■■■■■■工工工工工工工工工工工工業業業業業業業業業業業業デデデデデデデデデデデデザザザザザザザザザザザザイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンン設設設設設設設設設設設設計計計計計計計計計計計計ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■    ●●●●●●●●●●●●機機機機機機機機機機機機械械械械械械械械械械械械専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 機械専科機械専科機械専科機械専科    ●工業デザイン設計コース●工業デザイン設計コース●工業デザイン設計コース●工業デザイン設計コース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥４２１,２００ ￥４５３,６００ 

夜間 
１６０時間 ８０回 ６ヶ月 ￥１０,８００ ￥２１,６００ 

￥４３２,０００ ￥４６４,４００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９,,,,０８０―さらに入学金ＯＦＦで０８０―さらに入学金ＯＦＦで０８０―さらに入学金ＯＦＦで０８０―さらに入学金ＯＦＦで合計￥４００合計￥４００合計￥４００合計￥４００,,,,６８０―６８０―６８０―６８０―    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８,,,,８００―さらに入学金ＯＦＦで８００―さらに入学金ＯＦＦで８００―さらに入学金ＯＦＦで８００―さらに入学金ＯＦＦで合計￥４１０合計￥４１０合計￥４１０合計￥４１０,,,,４００―４００―４００―４００― 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

２３ 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 

■■■■    製製製製     図図図図    ■■■■    
 

■■■■    C AC AC AC A DDDD    ■■■■    
 

●●●●●●●●●●●●メメメメメメメメメメメメカカカカカカカカカカカカニニニニニニニニニニニニカカカカカカカカカカカカルルルルルルルルルルルルデデデデデデデデデデデデザザザザザザザザザザザザイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス●●●●●●●●●●●●    
時間数／９０ｈ （約４ヶ月） 

機械製造業界におけるＣＡＤの活用方法は大きく変化しています。

２Ｄの図面から開発を進めるのではなく、初めから３Ｄでモデルを 

造り、試作を行う代わりにＣＡＤでシミュレーション、そのデータから 

直接製造・・・というように、設計から製造まで一貫した支援ツール 

として活用されています。 

そのような業界のニーズに応えるには、３ＤＣＡＤの熟練はもとより 

立体モデルの構築理論、インダストリアルデザインの知識など、 

トータルな技術習得が必要です。 

メカニカルデザインコースメカニカルデザインコースメカニカルデザインコースメカニカルデザインコースでは、設計の基礎知識から、３D 設計 

支援ソフト Mechanical DesktopMechanical DesktopMechanical DesktopMechanical Desktop の操作技術まで、今必要とされる 

知識や技術を幅広く身に付けることができます。 

～コースカ～コースカ～コースカ～コースカリキュラム～リキュラム～リキュラム～リキュラム～    

機機機機    械械械械    製製製製    図図図図    

・製図総則  ・図示方法 

・寸法記入法  ・交差と加工指示 

テクニカルイラストレーションテクニカルイラストレーションテクニカルイラストレーションテクニカルイラストレーション    

・アイソメトリック図の基礎 ・楕円分度器と楕円定規 
・相貫体と相貫線 
 
インダストリアルデザインインダストリアルデザインインダストリアルデザインインダストリアルデザイン 

・スケッチ図の技法 ・商品開発のプロセス 

・ステーショナリーのデザイン演習 

造形・色彩造形・色彩造形・色彩造形・色彩 

・カラーコーディネート 

Mechanical DesktopMechanical DesktopMechanical DesktopMechanical Desktop    

・パーツの作成方法 ・アッセンブリの方法 

・作図演習 

AutoCADAutoCADAutoCADAutoCAD 応用応用応用応用 

・AutoCAD ３D  ・作図演習 

機械基本図制作機械基本図制作機械基本図制作機械基本図制作    

・部品図   ・組立図 

AutoCADAutoCADAutoCADAutoCAD 基礎基礎基礎基礎 

・AutoCAD ２D  ・作図演習 

■■■■■■■■■■■■メメメメメメメメメメメメカカカカカカカカカカカカニニニニニニニニニニニニカカカカカカカカカカカカルルルルルルルルルルルルデデデデデデデデデデデデザザザザザザザザザザザザイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■    ●●●●●●●●●●●●機機機機機機機機機機機機械械械械械械械械械械械械専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 機械専科機械専科機械専科機械専科    ●メカニカルデザインコース●メカニカルデザインコース●メカニカルデザインコース●メカニカルデザインコース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥２３７,６００ ￥２７０,０００ 

夜間 
９０時間 ４５回 ４ヶ月 ￥１０,８００ ￥２１,６００ 

￥２５９,２００ ￥２９１,６００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０―さらに入学金ＯＦＦで４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０―さらに入学金ＯＦＦで４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０―さらに入学金ＯＦＦで４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３，８４０―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２３５，４４０―合計￥２３５，４４０―合計￥２３５，４４０―合計￥２３５，４４０―    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２３３，２８０―さらに入学金ＯＦＦで４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２３３，２８０―さらに入学金ＯＦＦで４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２３３，２８０―さらに入学金ＯＦＦで４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２３３，２８０―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２５４，８８０合計￥２５４，８８０合計￥２５４，８８０合計￥２５４，８８０――――    

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

 

２４ 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター 
２５ 

 

●●●●●●●●●●●●機機機機機機機機機機機機械械械械械械械械械械械械専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    
 

    

    

    

機械産業分野に関する設計製図の知識を基礎から徹底的に指導、製図・CAD 初心者の方 

でも一から学習できます。 

ただのトレーサーではない、図面のスペシャリストの育成を目指します。 

またカリキュラムは【CAD 利用技術者試験】（１・２級）、【CAD トレース技能審査】（初級）にも 

対応していますので、試験対策コースを別途、履修する必要はありません。 

 

～入学要項～～入学要項～～入学要項～～入学要項～    

１．入１．入１．入１．入    学学学学        ：：：：    毎月・月初め、又は随時開校 

２．授２．授２．授２．授    業業業業        ：：：：    毎週 月・火・木・金 の週４回 （２００日前後）   ※夏・冬・春期休講あり 

３．時３．時３．時３．時    間間間間        ：：：：    午前１０：００～１２：００／午後１３：００～１５：００ （計 ４時間） 

４．入学資格：４．入学資格：４．入学資格：４．入学資格：    高等学校卒業相当の学力があれば、どなたでもご入学できます。 

５．試５．試５．試５．試    験験験験        ：：：：    前期・後期 計２回 （実技科目は授業内制作課題にて評価） 

６．卒業単位：６．卒業単位：６．卒業単位：６．卒業単位：    ○ 全単位の 2/3 以上の出席日数 

○ 全科試験にて水準点以上を取得 

○ 卒業課題を提出し、審査合格したもの 

※ 授業日程・習得単位数等は、入学時ガイダンスにより発表します。 

 

～カリキュラム～～カリキュラム～～カリキュラム～～カリキュラム～    

    

    

        機械概論１機械概論１機械概論１機械概論１ 製図基礎，寸法記入・機械要素・材料    

    

        製図実技１製図実技１製図実技１製図実技１ トレース基礎演習，機械部品図の作図演習 

  （【CAD トレース技能審査】 初級 相当）  

 

        CADCADCADCAD 操作１操作１操作１操作１ 作図・編集の基礎操作，機械部品図作図演習 

 

            図図図図        学学学学 基礎図学，図学上の数式的理論 

  （【CAD 利用技術者試験】 ２級 相当）     
            

    

    

機械概論２機械概論２機械概論２機械概論２ 組立図に関する知識（リスト編集・重量計算）    

    

        製図実技２製図実技２製図実技２製図実技２ 組立図の作図演習，テクニカルイラスト作図演習 

 

        CADCADCADCAD 操作２操作２操作２操作２ 各種設定機能，図学的作図演習，３D 作図操作 

（【CAD 利用技術者試験】 １級 相当）  

            

CADCADCADCAD 製図製図製図製図 本格的作図演習 

  （各自テーマーを決め、卒業制作課題の演習）    
    

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    

    

機械専科機械専科機械専科機械専科    ●１年コース●１年コース●１年コース●１年コース    
 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

全日制 ８００時間 ４００回 １ヶ年 ￥５４,０００ ￥１０８,０００ ￥９７２,０００ ￥１,１３４,０００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ４００回（１回／１２０分）で、受講料￥８７４４００回（１回／１２０分）で、受講料￥８７４４００回（１回／１２０分）で、受講料￥８７４４００回（１回／１２０分）で、受講料￥８７４,,,,８００―さらに入学金ＯＦＦで８００―さらに入学金ＯＦＦで８００―さらに入学金ＯＦＦで８００―さらに入学金ＯＦＦで合計￥９８２合計￥９８２合計￥９８２合計￥９８２,,,,８００―８００―８００―８００― 

■■■■    １年コース１年コース１年コース１年コース    ■■■■    ★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座★教育訓練給付金制度対象講座    

■■■■    前前前前    期期期期    ■■■■    ■■■■    後後後後    期期期期    ■■■■    

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

■■■■■■■■■■■■１１１１１１１１１１１１年年年年年年年年年年年年ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■    ●●●●●●●●●●●●機機機機機機機機機機機機械械械械械械械械械械械械専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター 
２６ 

 

 

●●●●●●●●●●●●機機機機機機機機機機機機械械械械械械械械械械械械専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    
 

 

    

    

    

製図の基礎から個々を構成する機械要素など、機械製図の基礎が学習できるコースです。 

組立図の製図実践を通じて、機械製図の基礎を初心者の方でも短期間でしっかりと習得できます。 

「CAD の操作はできるけれど、製図の知識を基本から身に付けたい！」という方にもお薦めのコースです。 

もちろん CAD 専科等、他のコースからの編入もできます。 

 

 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    

    

機械専科機械専科機械専科機械専科    ●機械製図コース●機械製図コース●機械製図コース●機械製図コース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥２２６,８００ ￥２５７,０４０ 

夜間 
９０時間 ４５回 ４ヶ月 ￥１０,８００ ￥１９,４４０ 

￥２４８,４００ ￥２７９,１４０ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２０４,,,,１２０―さらに入学金ＯＦＦで１２０―さらに入学金ＯＦＦで１２０―さらに入学金ＯＦＦで１２０―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２２３，５６０―合計￥２２３，５６０―合計￥２２３，５６０―合計￥２２３，５６０―    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２２３４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２２３４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２２３４５回（１回／１２０分）で、受講料￥２２３,,,,５６０―さらに入学金ＯＦＦで５６０―さらに入学金ＯＦＦで５６０―さらに入学金ＯＦＦで５６０―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２４３，０００―合計￥２４３，０００―合計￥２４３，０００―合計￥２４３，０００― 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

初めてテクニカルイラストを学ぶ方向けのコースです。 

取扱説明書・分解組立図など、各業界で需要のあるテクニカルイラストの技術は、多くのメーカーや企業 

で特殊技能として採用されています。立体図の理論からさまざまな表現方法まで、業界でひっぱりだこの 

立体図にチャレンジしてみませんか？ 

製図初心者でも一から学習できるカリキュラムとなっています。 

もちろん、他のコースからの編入もできます。 

 

 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    

    

機械専科機械専科機械専科機械専科    ●テクニカルイラストコース●テクニカルイラストコース●テクニカルイラストコース●テクニカルイラストコース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥２１６,０００ ￥２４６,２４０ 

夜間 
７０時間 ３５回 ３ヶ月 ￥１０,８００ ￥１９,４４０ 

￥２３７,６００ ￥２６７,８４０ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    ３５回（１回／１２０分）で、受講料￥１９４３５回（１回／１２０分）で、受講料￥１９４３５回（１回／１２０分）で、受講料￥１９４３５回（１回／１２０分）で、受講料￥１９４,,,,４００―さらに入学金ＯＦＦで４００―さらに入学金ＯＦＦで４００―さらに入学金ＯＦＦで４００―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２１３合計￥２１３合計￥２１３合計￥２１３,,,,８４０―８４０―８４０―８４０―    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    ３５回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３３５回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３３５回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３３５回（１回／１２０分）で、受講料￥２１３,,,,８４０―さらに入学金ＯＦＦで８４０―さらに入学金ＯＦＦで８４０―さらに入学金ＯＦＦで８４０―さらに入学金ＯＦＦで合計￥２３３合計￥２３３合計￥２３３合計￥２３３,,,,２８０―２８０―２８０―２８０― 

■■■■    機械製図コース機械製図コース機械製図コース機械製図コース    ■■■■    

■■■■    テクニカルイラストコーステクニカルイラストコーステクニカルイラストコーステクニカルイラストコース    ■■■■    

■■■■■■■■■■■■機機機機機機機機機機機機械械械械械械械械械械械械製製製製製製製製製製製製図図図図図図図図図図図図ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■            ／／／／／／／／／／／／            ■■■■■■■■■■■■テテテテテテテテテテテテククククククククククククニニニニニニニニニニニニカカカカカカカカカカカカルルルルルルルルルルルルイイイイイイイイイイイイララララララララララララスススススススススススストトトトトトトトトトトトココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス■■■■■■■■■■■■    

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

●●●●●●●●●●●●機機機機機機機機機機機機械械械械械械械械械械械械専専専専専専専専専専専専科科科科科科科科科科科科●●●●●●●●●●●●    





   

     

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■■■■■■■■■■■■ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｕｕｕｕｕｕｕｕｕｕｕｕｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｔｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤビビビビビビビビビビビビギギギギギギギギギギギギナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーズズズズズズズズズズズズ■■■■■■■■■■■■／／／／／／／／／／／／■■■■■■■■■■■■３３３３３３３３３３３３ＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤビビビビビビビビビビビビギギギギギギギギギギギギナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーズズズズズズズズズズズズ■■■■■■■■■■■■    ●●●●●●●●●●●●ビビビビビビビビビビビビギギギギギギギギギギギギナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーズズズズズズズズズズズズ●●●●●●●●●●●●    

●●●●●●●●●●●●ビビビビビビビビビビビビギギギギギギギギギギギギナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーズズズズズズズズズズズズココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス●●●●●●●●●●●●  

■■■■    ＡｕｔｏＣＡＤＡｕｔｏＣＡＤＡｕｔｏＣＡＤＡｕｔｏＣＡＤ    ビギナーズコースビギナーズコースビギナーズコースビギナーズコース    ■■■■    
 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

AutoCAD の基本操作及び製図の基礎を最短で学ぶことのできるコースです。 

“これからＣＡＤを始めてみようかな！？”“これからＣＡＤを始めてみようかな！？”“これからＣＡＤを始めてみようかな！？”“これからＣＡＤを始めてみようかな！？”という方にはおすすめです。 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 ビギナーズビギナーズビギナーズビギナーズ    ●ＡｕｔｏＣＡＤビギナーズコース●ＡｕｔｏＣＡＤビギナーズコース●ＡｕｔｏＣＡＤビギナーズコース●ＡｕｔｏＣＡＤビギナーズコース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥６４,８００ ￥７５,６００ 

夜間 
２０時間 １０回 １ヶ月 ￥１０,８００ 受講料に含む 

￥７５,６００ ￥８６,４００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    １０回（１回／１２０分）で、受講料￥５８，３２０―プラス入学金￥１０，１０回（１回／１２０分）で、受講料￥５８，３２０―プラス入学金￥１０，１０回（１回／１２０分）で、受講料￥５８，３２０―プラス入学金￥１０，１０回（１回／１２０分）で、受講料￥５８，３２０―プラス入学金￥１０，８００で８００で８００で８００で合計￥６９，１２０―合計￥６９，１２０―合計￥６９，１２０―合計￥６９，１２０―            

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    １０回（１回／１２０分）で、受講料￥６８，０４０―プラス入学金￥１０，８００で１０回（１回／１２０分）で、受講料￥６８，０４０―プラス入学金￥１０，８００で１０回（１回／１２０分）で、受講料￥６８，０４０―プラス入学金￥１０，８００で１０回（１回／１２０分）で、受講料￥６８，０４０―プラス入学金￥１０，８００で合計￥７８，８４０―合計￥７８，８４０―合計￥７８，８４０―合計￥７８，８４０― 

 

■■■■    ３Ｄビギナーズコース３Ｄビギナーズコース３Ｄビギナーズコース３Ｄビギナーズコース    ■■■■    
 

“ＣＧ”“３Ｄ”と言われても？という方でも安心して受講していただける導入編です。 

AutoCAD の３Ｄ機能を使って、立体作図の基本をマスターすることができます。 

AutoCAD 経験者の方はもちろん、未経験という方でも理解できるカリキュラムと 

なっています。 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 ビギナーズビギナーズビギナーズビギナーズ    ●３Ｄビギナーズコース●３Ｄビギナーズコース●３Ｄビギナーズコース●３Ｄビギナーズコース    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥６４,８００ ￥７５,６００ 

夜間 
２０時間 １０回 １ヶ月 ￥１０,８００ 受講料に含む 

￥７５,６００ ￥８６,４００ 

☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！☆昼間部１０％ＯＦＦ！    １０回（１回／１２０分）で、受講料￥５８，３２０―プラス入学金￥１０，８００で１０回（１回／１２０分）で、受講料￥５８，３２０―プラス入学金￥１０，８００で１０回（１回／１２０分）で、受講料￥５８，３２０―プラス入学金￥１０，８００で１０回（１回／１２０分）で、受講料￥５８，３２０―プラス入学金￥１０，８００で合計￥６９，１２０―合計￥６９，１２０―合計￥６９，１２０―合計￥６９，１２０―                                    

☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！☆夜間部１０％ＯＦＦ！    １０回（１回／１２０分）で、受講料￥６８，０４０―プラス入学金￥１０，８００で１０回（１回／１２０分）で、受講料￥６８，０４０―プラス入学金￥１０，８００で１０回（１回／１２０分）で、受講料￥６８，０４０―プラス入学金￥１０，８００で１０回（１回／１２０分）で、受講料￥６８，０４０―プラス入学金￥１０，８００で合計￥７８，８４０―合計￥７８，８４０―合計￥７８，８４０―合計￥７８，８４０― 
    

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

短期間で基本操作の習得を目指すならビギナーズコースビギナーズコースビギナーズコースビギナーズコース！ 

“勉強“勉強“勉強“勉強したいけど時間がない！”したいけど時間がない！”したいけど時間がない！”したいけど時間がない！”    

“とりあえず、今すぐ使えるようになりたい！”“とりあえず、今すぐ使えるようになりたい！”“とりあえず、今すぐ使えるようになりたい！”“とりあえず、今すぐ使えるようになりたい！”    という方のために、 

１ヶ月弱で習得が可能な３コースと、人気のＣＡＤソフトを２ヶ月で 

マスターできる３コースをご用意しました。 

ビギナーズコースビギナーズコースビギナーズコースビギナーズコースで自信がついたら、ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科やその他のコースへ 

ステップアップも可能です。 

もちろん、どのコースもオーダーメイドレッスンオーダーメイドレッスンオーダーメイドレッスンオーダーメイドレッスン！ 

あなたのスケジュールに合わせて、目的に沿ったコースをご自由にお選びください。 

２８ 正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 

★パソコンについて興味のある方は・・・★パソコンについて興味のある方は・・・★パソコンについて興味のある方は・・・★パソコンについて興味のある方は・・・    

 

■■■■    パソコンスクールパソコンスクールパソコンスクールパソコンスクール    ■■■■ 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターではパソコンスクールパソコンスクールパソコンスクールパソコンスクールも開校しています。 

詳しいコースのご案内などは、別途パソコンスクールパソコンスクールパソコンスクールパソコンスクールのコース案内をご覧ください。 

●ＯＡ専科●●ＯＡ専科●●ＯＡ専科●●ＯＡ専科●    

●Ｗｅｂ専科●●Ｗｅｂ専科●●Ｗｅｂ専科●●Ｗｅｂ専科●    

●シニアコース●●シニアコース●●シニアコース●●シニアコース●            などなどなどなど    

■■■■    ＥｘｃｅｌＥｘｃｅｌＥｘｃｅｌＥｘｃｅｌ    ビギナーズコースビギナーズコースビギナーズコースビギナーズコース    ■■■■    
 

ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科のスペシャリストコーススペシャリストコーススペシャリストコーススペシャリストコースでも取り上げている Excel（初級）を１つのコースにしました。 

今まで表計算ソフトに尻込みしていた・・・という方でもやさしく学べるカリキュラムです。 

もちろん、ワープロを使ったことの無い方でも安心して受講していただけます。 

ＣＡＤと一緒に使いこなして、有利な就転職を目指しましょう！！ 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 ビギナビギナビギナビギナーズーズーズーズ    ●Ｅｘｃｅｌビギナーズコース●Ｅｘｃｅｌビギナーズコース●Ｅｘｃｅｌビギナーズコース●Ｅｘｃｅｌビギナーズコース    

  時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥２７,０００ ￥３７,８００ 

夜間 
８時間 ４回 １週間 ￥１０,８００ 受講料に含む 

￥３７,８００ ￥４８,６００ 

 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

 

●●●●●●●●●●●●ビビビビビビビビビビビビギギギギギギギギギギギギナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーズズズズズズズズズズズズ●●●●●●●●●●●●    ■■■■■■■■■■■■ＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌビビビビビビビビビビビビギギギギギギギギギギギギナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーズズズズズズズズズズズズ■■■■■■■■■■■■    

初心者大初心者大初心者大初心者大歓迎歓迎歓迎歓迎！！！！！！！！    
 

初歩の初歩から始めたい！・・・という方も 

ホームページを作りたい！・・・という方も 

実用的なＥｘｃｅｌＥｘｃｅｌＥｘｃｅｌＥｘｃｅｌを使いこなしたい！・・・という方も 

正栄正栄正栄正栄なら 

パソコンスクールパソコンスクールパソコンスクールパソコンスクールもオーダーメイドレッスン！オーダーメイドレッスン！オーダーメイドレッスン！オーダーメイドレッスン！ 

あなたのわがままにお答えします！！ 

もちろん個別指導個別指導個別指導個別指導、フリータイム予約制！フリータイム予約制！フリータイム予約制！フリータイム予約制！ 

まずは、カリキュラムのご相談から。 

 

２９ 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 

■■■■    ＡｕｔｏＣＡＤＡｕｔｏＣＡＤＡｕｔｏＣＡＤＡｕｔｏＣＡＤ    ＬＴＬＴＬＴＬＴ    速学コース速学コース速学コース速学コース    ■■■■    

あらゆる業界で最も多く利用されているＣＡＤソフト、ＡｕｔｏＣＡＤＡｕｔｏＣＡＤＡｕｔｏＣＡＤＡｕｔｏＣＡＤ    ＬＴＬＴＬＴＬＴ    を短時間で習得できるコースです。 

ＬＴＬＴＬＴＬＴ    でもできる簡単な３Ｄモデリング３Ｄモデリング３Ｄモデリング３Ｄモデリングも、カリキュラムに取り入れています。 

活躍できる分野を広げていこうとお考えの方は、ぜひ習得しておきたい内容です。 

●●●●●●●●●●●●ビビビビビビビビビビビビギギギギギギギギギギギギナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーズズズズズズズズズズズズ●●●●●●●●●●●●    ■■■■■■■■■■■■AAAAAAAAAAAAuuuuuuuuuuuuttttttttttttooooooooooooCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD            LLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTT 速速速速速速速速速速速速学学学学学学学学学学学学■■■■■■■■■■■■／／／／／／／／／／／／■■■■■■■■■■■■VVVVVVVVVVVVeeeeeeeeeeeeccccccccccccttttttttttttoooooooooooorrrrrrrrrrrrWWWWWWWWWWWWoooooooooooorrrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkkkssssssssssss 速速速速速速速速速速速速学学学学学学学学学学学学■■■■■■■■■■■■    

１１１１    パソコン基本操作／AutoCAD LT 基本操作 

初期設定・作図操作／住宅平面図の作成（１） 

～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～    

２２２２    

１１１１１１１１    ３Ｄモデルの概念／ワイヤーフレームモデル 

アングルの決め方／ＵＣＳの設定 １２１２１２１２    

３３３３    画層の設定・線種・色の設定／平面図の作成（２） 

図形編集の方法（１）／立面図の作成（１） ４４４４    

１３１３１３１３    面の生成／スィープとリージョンの作成 

シェーディング １４１４１４１４    

５５５５    図形編集の方法（２）／立面図の作成（２） 

ブロックの作成／ネジの作成（１） ６６６６    

１５１５１５１５    

１６１６１６１６    

７７７７    プリントアウト／ネジの作成（２） 

機械図面の作成（１） ８８８８    

１７１７１７１７    

１８１８１８１８    

９９９９    

１０１０１０１０    

１９１９１９１９    

２０２０２０２０    

機械図面の作成（２） 

レイアウトの作成 

自由制作（１） 

自由制作（２） 

自由制作（３） 

自由制作（４） 

レイアウトの作成 

３Ｄモデル完成 プリントアウト 

■■■■ Vector Works  Vector Works  Vector Works  Vector Works 速学コース速学コース速学コース速学コース    ■■■■    

建築デザインの分野で人気の高い CAD ソフト Vector WorksVector WorksVector WorksVector Works を短時間で習得でき、 

２Ｄ，３Ｄをトータルに学習することができます。 

特にリフォーム・インテリア業界を目指される方には最適な内容となっています。 

 

１１１１    パソコン基本操作／VectorWorks 基本操作 

初期設定・レイヤー設定／住宅平面図の作成（１） 

～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～    

２２２２    

１１１１１１１１    ３Ｄモデルの概念／建具の作り方 

球状体・回転体／ハイブリットシンボル １２１２１２１２    

３３３３    シンボル入力／住宅平面図の作成（２） 

図面形の特徴／展開図の作成（１） ４４４４    

１３１３１３１３    アングルの決め方／３Ｄツールパレットの操作 

レンダリング・光源設定 １４１４１４１４    

５５５５    フィレットの作成／展開図の作成（２） 

シンボルの作り方／ＰＣ図面の作成（１） ６６６６    

１５１５１５１５    

１６１６１６１６    

７７７７    プリントアウト／ＰＣ図面の作成（２） 

立面図の作成（１） ８８８８    

１７１７１７１７    

１８１８１８１８    

９９９９    

１０１０１０１０    

１９１９１９１９    

２０２０２０２０    

立面図の作成（２） 

プランニングシート作成 

自由制作（１） 

自由制作（２） 

自由制作（３） 

プレゼンテーションボード／自由制作（４） 

アニメーション 

３Ｄモデル完成 プリントアウト 

時間数／４０ｈ （約２ヶ月） 

時間数／４０ｈ （約２ヶ月） 

※授業の進み具合により、実際の進行には多少の差異があります。

※授業の進み具合により、実際の進行には多少の差異があります。

３０ 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 

■■■■    ＪＷＪＷＪＷＪＷ____ＣＡＤＣＡＤＣＡＤＣＡＤ    速学コース速学コース速学コース速学コース    ■■■■    

フリーソフトとは思えないほどの信頼性と完成度の高さで、全国の設計事務所から指示を得ている 

ＪＷＪＷＪＷＪＷ____ＣＡＤＣＡＤＣＡＤＣＡＤを短時間でマスターできるコースです。 

ＪＷＪＷＪＷＪＷ____ＣＡＤＣＡＤＣＡＤＣＡＤを使って建築系のお仕事をしてみたいとお考えの方に最適のカリキュラムです。 

●●●●●●●●●●●●ビビビビビビビビビビビビギギギギギギギギギギギギナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーズズズズズズズズズズズズ●●●●●●●●●●●●    ■■■■■■■■■■■■JJJJJJJJJJJJWWWWWWWWWWWW____________CCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD 速速速速速速速速速速速速学学学学学学学学学学学学■■■■■■■■■■■■／／／／／／／／／／／／速速速速速速速速速速速速学学学学学学学学学学学学ココココココココココココーーーーーーーーーーーースススススススススススス～～～～～～～～～～～～受受受受受受受受受受受受講講講講講講講講講講講講時時時時時時時時時時時時間間間間間間間間間間間間とととととととととととと受受受受受受受受受受受受講講講講講講講講講講講講料料料料料料料料料料料料～～～～～～～～～～～～    

１１１１    パソコン基本操作／ＪＷ_CAD 基本操作 

初期設定・各種編集操作／平面図の作成（１） 

～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～～コースカリキュラム～    

２２２２    

１１１１１１１１    給排水設備図の作成 （屋外） 

三斜計算／日影図の作成 １２１２１２１２    

３３３３    平面図の作成（２） 

立面図の作成（１） ４４４４    

１３１３１３１３    自由制作（１） 

自由制作（２） １４１４１４１４    

５５５５    立面図の作成（２） 

配置図の作成 ６６６６    

１５１５１５１５    

１６１６１６１６    

７７７７    図形登録・図形配置 

電気設備図の作成 ８８８８    

１７１７１７１７    

１８１８１８１８    

９９９９    

１０１０１０１０    

１９１９１９１９    

２０２０２０２０    

線記号変形／メーカー図形配置 

給排水設備図の作成 （室内） 

自由制作（３） 

２.５D 基礎 

２.５D 実践 

ソリッド（着色） 基礎 

ソリッド（着色） 実践 

画像挿入／プリントアウト 

～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～～受講時間と受講料～    
 

ビギナーズビギナーズビギナーズビギナーズ    ●ＡｕｔｏＣＡＤ●ＡｕｔｏＣＡＤ●ＡｕｔｏＣＡＤ●ＡｕｔｏＣＡＤ    ＬＴＬＴＬＴＬＴ    速学コース速学コース速学コース速学コース    
  時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥１６２,０００ ￥１７８,２００ 

夜間 
４０時間 ２０回 ２ヶ月 ￥１０,８００ ￥５,４００ 

￥１７２,８００ ￥１８９,０００ 

☆昼間部１☆昼間部１☆昼間部１☆昼間部１０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！    2222０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料    ￥１４５，８００￥１４５，８００￥１４５，８００￥１４５，８００－－－－    

☆夜間部１☆夜間部１☆夜間部１☆夜間部１０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！    2222０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料    ￥１５５，５２０￥１５５，５２０￥１５５，５２０￥１５５，５２０－－－－ 

 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※他コースから編入される方は、入学金が OFF になります。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

ビギナーズビギナーズビギナーズビギナーズ    ●ＶｅｃｔｏｒＷｏｒｋｓ●ＶｅｃｔｏｒＷｏｒｋｓ●ＶｅｃｔｏｒＷｏｒｋｓ●ＶｅｃｔｏｒＷｏｒｋｓ    速学コース速学コース速学コース速学コース    
  時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥１６２,０００ ￥１７８,２００ 

夜間 
４０時間 ２０回 ２ヶ月 ￥１０,８００ ￥５,４００ 

￥１７２,８００ ￥１８９,０００ 

☆昼間部１☆昼間部１☆昼間部１☆昼間部１０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！    2222０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料    ￥１４５，８００￥１４５，８００￥１４５，８００￥１４５，８００－－－－    

☆夜間部１☆夜間部１☆夜間部１☆夜間部１０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！    2222０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料    ￥１５５，５２０￥１５５，５２０￥１５５，５２０￥１５５，５２０－－－－ 

 
ビギナーズビギナーズビギナーズビギナーズ    ●ＪＷ●ＪＷ●ＪＷ●ＪＷ_CAD _CAD _CAD _CAD 速学コース速学コース速学コース速学コース    
 

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥１６２,０００ ￥１７８,２００ 

夜間 
４０時間 ２０回 ２ヶ月 ￥１０,８００ ￥５,４００ 

￥１７２,８００ ￥１８９,０００ 

☆昼間部１☆昼間部１☆昼間部１☆昼間部１０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！    2222０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料    ￥１４５，８００￥１４５，８００￥１４５，８００￥１４５，８００－－－－    

☆夜間部１☆夜間部１☆夜間部１☆夜間部１０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！０％ＯＦＦ！    2222０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料０回（１回／１２０分）で、受講料    ￥１５５，５２０￥１５５，５２０￥１５５，５２０￥１５５，５２０－－－－ 

 

■速学コース■速学コース■速学コース■速学コース■■■■ 

時間数／４０ｈ （約２ヶ月） 

※授業の進み具合により、実際の進行には多少の差異があります。

３１ 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 □□□□□□□□□□□□受受受受受受受受受受受受講講講講講講講講講講講講シシシシシシシシシシシシスススススススススススステテテテテテテテテテテテムムムムムムムムムムムム□□□□□□□□□□□□    

●●●●●●●●●●●●フフフフフフフフフフフフリリリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタイイイイイイイイイイイイムムムムムムムムムムムム予予予予予予予予予予予予 約約約約約約約約約約約約 制制制制制制制制制制制制 ●●●●●●●●●●●●  

※夜間コースの方は、昼間の時間帯もご利用いただけます。 

 

□□□□□□□□□□□□            受受受受受受受受受受受受 講講講講講講講講講講講講 シシシシシシシシシシシシスススススススススススステテテテテテテテテテテテムムムムムムムムムムムムににににににににににににつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいてててててててててててて            □□□□□□□□□□□□  

１０：００～１２：００１０：００～１２：００１０：００～１２：００１０：００～１２：００    １３：００～１５：００１３：００～１５：００１３：００～１５：００１３：００～１５：００    １５：００～１７：００１５：００～１７：００１５：００～１７：００１５：００～１７：００    １８：３０～２０：３０１８：３０～２０：３０１８：３０～２０：３０１８：３０～２０：３０    

昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼 間間間間間間間間間間間間  

月月月月月月月月月月月月 ～～～～～～～～～～～～ 金金金金金金金金金金金金  

夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜 間間間間間間間間間間間間  

土土土土土土土土土土土土  

１時限 

１時限 

２時限 

２時限 

３時限 

３時限 

４時限 

※コースの時間の使い方はあなた次第！ライフスタイルに合わせて無理なく学べるシステムです。※コースの時間の使い方はあなた次第！ライフスタイルに合わせて無理なく学べるシステムです。※コースの時間の使い方はあなた次第！ライフスタイルに合わせて無理なく学べるシステムです。※コースの時間の使い方はあなた次第！ライフスタイルに合わせて無理なく学べるシステムです。    

●毎週決まった曜日に受講する必要はありません●毎週決まった曜日に受講する必要はありません●毎週決まった曜日に受講する必要はありません●毎週決まった曜日に受講する必要はありません    

  今週は月曜日、来週は水曜日・・・というように、都合の良い日に受講することができます。 

●決まった時間に受講する必要もありません●決まった時間に受講する必要もありません●決まった時間に受講する必要もありません●決まった時間に受講する必要もありません    

  平日は仕事帰りに寄るので夜間だけ、土曜日はお休みなので１時限め～３時限めまでみっちりと！ 

・・・というように、都合の良い時間に受講することができます。 

●突然の予約もＯＫ！●突然の予約もＯＫ！●突然の予約もＯＫ！●突然の予約もＯＫ！    

急に時間ができたので・・・という時にも、直前にお電話で予約を入れることができます。 

●突然のキャンセルもＯＫ！●突然のキャンセルもＯＫ！●突然のキャンセルもＯＫ！●突然のキャンセルもＯＫ！    

急に予定がはいってしまって・・・という時は、直前にお電話で予約をキャンセルすることができます。 

キャンセル料は無料です！！キャンセル料は無料です！！キャンセル料は無料です！！キャンセル料は無料です！！ もちろん個別指導なので学習カリキュラムが抜けることなく、続けて 

レッスンできます。 

 

※各コースに表示されている“期間”は目安※各コースに表示されている“期間”は目安※各コースに表示されている“期間”は目安※各コースに表示されている“期間”は目安です。受講期間に制限はありません！です。受講期間に制限はありません！です。受講期間に制限はありません！です。受講期間に制限はありません！    

例えば、例えば、例えば、例えば、ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科ＣＡＤ専科    ●マスターコース（８０時間）●マスターコース（８０時間）●マスターコース（８０時間）●マスターコース（８０時間）    を受講した場合・・・を受講した場合・・・を受講した場合・・・を受講した場合・・・    

●“ゆっくりマイペースで”というあなた●“ゆっくりマイペースで”というあなた●“ゆっくりマイペースで”というあなた●“ゆっくりマイペースで”というあなた    

  １日２時間、週３回ペースで受講 ⇒⇒⇒ 約３ヶ月で修了 

●“短期集中でガンバルゾ！”というあなた●“短期集中でガンバルゾ！”というあなた●“短期集中でガンバルゾ！”というあなた●“短期集中でガンバルゾ！”というあなた    

  １日４時間、月～金毎日通えば ⇒⇒⇒ 約１ヶ月で修了 

●“とにかく時間が無い！”というあなた●“とにかく時間が無い！”というあなた●“とにかく時間が無い！”というあなた●“とにかく時間が無い！”というあなた    

  １日６時間、毎日頑張って受講 ⇒⇒⇒ 約３週間で修了 

 

■■■■■■■■■■■■時時時時時時時時時時時時 間間間間間間間間間間間間 割割割割割割割割割割割割  

●●●●●●●●●●●●フフフフフフフフフフフフリリリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトレレレレレレレレレレレレーーーーーーーーーーーーニニニニニニニニニニニニンンンンンンンンンンンンググググググググググググ制制制制制制制制制制制制 度度度度度度度度度度度度 ●●●●●●●●●●●●  

※在学生の方は、授業の前後に何単位でも無料で予習・復習できるシステムです。※在学生の方は、授業の前後に何単位でも無料で予習・復習できるシステムです。※在学生の方は、授業の前後に何単位でも無料で予習・復習できるシステムです。※在学生の方は、授業の前後に何単位でも無料で予習・復習できるシステムです。    

●修了生でもご利用いただ●修了生でもご利用いただ●修了生でもご利用いただ●修了生でもご利用いただけますけますけますけます    

  コースを修了された方でも、１単位（２時間）／４１単位（２時間）／４１単位（２時間）／４１単位（２時間）／４,,,,５００円５００円５００円５００円    でご利用いただくことができます。 

検定試験検定試験検定試験検定試験直前の自習などにもおすすめです。 通常コースと同様にご予約ください。 

 

３２ 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

 □□□□□□□□□□□□就就就就就就就就就就就就職職職職職職職職職職職職ササササササササササササポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトト□□□□□□□□□□□□    

●●●●●●●●●●●●ごごごごごごごごごごごご活活活活活活活活活活活活 躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍躍 さささささささささささされれれれれれれれれれれれてててててててててててていいいいいいいいいいいいるるるるるるるるるるるる修修修修修修修修修修修修 了了了了了了了了了了了了 生生生生生生生生生生生生 ののののののののののののみみみみみみみみみみみみななななななななななななささささささささささささんんんんんんんんんんんん●●●●●●●●●●●●  

□□□□□□□□□□□□            就就就就就就就就就就就就 職職職職職職職職職職職職 ササササササササササササポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトににににににににににににつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいてててててててててててて            □□□□□□□□□□□□  

●浅井●浅井●浅井●浅井    一実一実一実一実    さんさんさんさん    
住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース修了生修了生修了生修了生    

現在現在現在現在    建築設計事務所建築設計事務所建築設計事務所建築設計事務所    にてにてにてにて    設計補助及び設計補助及び設計補助及び設計補助及び CADCADCADCAD デザイナーデザイナーデザイナーデザイナー    として活躍中として活躍中として活躍中として活躍中    

「住宅を扱う建築事務所に入りたい！」夢が実現できて、毎日が本当に幸せです！「住宅を扱う建築事務所に入りたい！」夢が実現できて、毎日が本当に幸せです！「住宅を扱う建築事務所に入りたい！」夢が実現できて、毎日が本当に幸せです！「住宅を扱う建築事務所に入りたい！」夢が実現できて、毎日が本当に幸せです！    

CAD を勉強する前は商社で一般事務の仕事をしていました。初めての転職であり、 

初めての業界で、就職活動は厳しいであろうと覚悟していたのですが、正栄で身に 

付けた技術に自信を持って試験に臨めたのが勝因だと思います。それから授業で 

制作した課題も自己アピールの際に大変役立ちました。現在の職場では、いずれ 

は設計もやらせていただけるということなので、これからも頑張って技術を高めて 

いきたいと思っています。 

●●●●●●●●●●●●就就就就就就就就就就就就 職職職職職職職職職職職職 カカカカカカカカカカカカウウウウウウウウウウウウンンンンンンンンンンンンセセセセセセセセセセセセ リリリリリリリリリリリリンンンンンンンンンンンンググググググググググググ●●●●●●●●●●●●  

●正栄設計の代表者でもある校長が親身のアドバイス●正栄設計の代表者でもある校長が親身のアドバイス●正栄設計の代表者でもある校長が親身のアドバイス●正栄設計の代表者でもある校長が親身のアドバイス    
採用する側の立場から就職活動のコツをアドバイス！ 

あなたの就転職のお手伝いをさせていただきます。 

●カウンセリングは随時●カウンセリングは随時●カウンセリングは随時●カウンセリングは随時    
就職相談は思い立ったらいつでもどうぞ！具体的な相談から 

業界についての疑問や不安など、ご遠慮なく質問してください。 

●人材派遣登録制度●人材派遣登録制度●人材派遣登録制度●人材派遣登録制度    
正栄では派遣登録も受け付けています。 

派遣登録していただける方を随時募集しています。 

正栄では、設計事務所ならではの業界ネットワークで就転職をバックアップ！ 

まずはご活躍中の修了生の喜びの声をお聞きください。 

●永島●永島●永島●永島    佐知子佐知子佐知子佐知子    さんさんさんさん    
住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース住宅環境デザインコース修了生修了生修了生修了生    

現在現在現在現在    建設会社建設会社建設会社建設会社 CAD CAD CAD CAD 技術者技術者技術者技術者    として活躍中として活躍中として活躍中として活躍中    

あこがれの設計事務所で働いています！あこがれの設計事務所で働いています！あこがれの設計事務所で働いています！あこがれの設計事務所で働いています！    

正栄の授業で１番印象に残っているのは、プレゼンテーション実習で自分の作品 

を発表させていただいたことです。その際に学んだ手法などももちろんですが、 

人前で自分の伝えたいことを表現するという経験は、就職活動に大いに活かす 

ことができました。そのおかげもあって、現在は希望どおりの職種に就くことができ、 

充実した毎日を送っています。 

就転職をお考えの方！ 建築系・機械系・CAD を使ったお仕事等に・・・絶対に就転職できる秘訣を 

代表者自らがお話します！ 就転職に関するあなたの不安を全て解消しましょう！ 

３３ 



 

正栄正栄正栄正栄ＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡＣＡＤ＆ＯＡエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンターエデュケーションセンター     

新しいことを始めるときには不安がつきもの。やはりスクール選びは慎重になりがちですね。 

いきなり入学するのはちょっとコワイし、電話じゃよくわからない・・・ 

そんなあなたのために、無料で授業を体験していただける「無料体験レッスン」をご用意しました。 

コース内容や受講システム、その他ＣＡＤに関する質問などを、実際のレッスンと同じマンツーマン 

でお答えいたします。 

１．簡単な図面の解説とＣＡＤによる作図レッスン１．簡単な図面の解説とＣＡＤによる作図レッスン１．簡単な図面の解説とＣＡＤによる作図レッスン１．簡単な図面の解説とＣＡＤによる作図レッスン 

２．詳しいコース内容や受講システムの説明２．詳しいコース内容や受講システムの説明２．詳しいコース内容や受講システムの説明２．詳しいコース内容や受講システムの説明    

３．ＣＡＤの質問や現在の就転職状況など、３．ＣＡＤの質問や現在の就転職状況など、３．ＣＡＤの質問や現在の就転職状況など、３．ＣＡＤの質問や現在の就転職状況など、    

どんな質問でもご相談に乗らせていただきますどんな質問でもご相談に乗らせていただきますどんな質問でもご相談に乗らせていただきますどんな質問でもご相談に乗らせていただきます 

 

正栄では、受講生のみなさんによる“作品発表会”を 

開催しています。 

プレゼンテーション実習の一環ということではありますが、 

その楽しい雰囲気は授業であることを忘れてしまうほど！ 

もちろん見学大歓迎！！もちろん見学大歓迎！！もちろん見学大歓迎！！もちろん見学大歓迎！！    

開催は毎月１回！開催は毎月１回！開催は毎月１回！開催は毎月１回！

※開催日など、詳しくはお電話、または※開催日など、詳しくはお電話、または※開催日など、詳しくはお電話、または※開催日など、詳しくはお電話、または EEEE----mailmailmailmail でお問い合わせください！でお問い合わせください！でお問い合わせください！でお問い合わせください！

 

 

□□□□□□□□□□□□無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料体体体体体体体体体体体体験験験験験験験験験験験験レレレレレレレレレレレレッッッッッッッッッッッッススススススススススススンンンンンンンンンンンン□□□□□□□□□□□□／／／／／／／／／／／／□□□□□□□□□□□□発発発発発発発発発発発発表表表表表表表表表表表表会会会会会会会会会会会会□□□□□□□□□□□□    

●●●●●●●●●●●●無無無無無無無無無無無無 料料料料料料料料料料料料 体体体体体体体体体体体体 験験験験験験験験験験験験 レレレレレレレレレレレレッッッッッッッッッッッッ ススススススススススススンンンンンンンンンンンンののののののののののののごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案 内内内内内内内内内内内内 ●●●●●●●●●●●●  

ＣＡＤを覚えたい！製図の知識が欲しい！と思いながらあと一歩が踏み出せない方へＣＡＤを覚えたい！製図の知識が欲しい！と思いながらあと一歩が踏み出せない方へＣＡＤを覚えたい！製図の知識が欲しい！と思いながらあと一歩が踏み出せない方へＣＡＤを覚えたい！製図の知識が欲しい！と思いながらあと一歩が踏み出せない方へ    

※時間は１時間程度です※時間は１時間程度です※時間は１時間程度です※時間は１時間程度です    

※お好きな日時をお選び頂けます！※お好きな日時をお選び頂けます！※お好きな日時をお選び頂けます！※お好きな日時をお選び頂けます！    

（平日：９時～２０時／土曜日：９時～１８時）（平日：９時～２０時／土曜日：９時～１８時）（平日：９時～２０時／土曜日：９時～１８時）（平日：９時～２０時／土曜日：９時～１８時）    

※その日に電話、その日に体験も可能です！※その日に電話、その日に体験も可能です！※その日に電話、その日に体験も可能です！※その日に電話、その日に体験も可能です！    

 

もちろんマンツーマンです！もちろんマンツーマンです！もちろんマンツーマンです！もちろんマンツーマンです！    ※お申込みはお電話、または※お申込みはお電話、または※お申込みはお電話、または※お申込みはお電話、または EEEE----mailmailmailmail で！で！で！で！    

●●●●●●●●●●●●作作作作作作作作作作作作 品品品品品品品品品品品品 発発発発発発発発発発発発 表表表表表表表表表表表表 会会会会会会会会会会会会 ののののののののののののごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案 内内内内内内内内内内内内 ●●●●●●●●●●●●  

正栄でどんなことができるようになるの？・・・と思ったら正栄でどんなことができるようになるの？・・・と思ったら正栄でどんなことができるようになるの？・・・と思ったら正栄でどんなことができるようになるの？・・・と思ったら    

とにかく１度見学にいらっしゃいませんか？とにかく１度見学にいらっしゃいませんか？とにかく１度見学にいらっしゃいませんか？とにかく１度見学にいらっしゃいませんか？

正栄の生徒さんが 
自慢の作品を発表します！ 

３４ 



    

開講開講開講開講    ＳｈａｄｅＳｈａｄｅＳｈａｄｅＳｈａｄｅ    関連コース関連コース関連コース関連コース 

 

建築・インテリアの業界において建物のイメージをビジュアルで伝えることはとても大

切なスキルです。それぞれのＴＰＯによっても必要となるスキルは様々です。 

素早いスケッチパースからフォトリアルな３ＤＣＧの作成まで、建築パースに関連する

講座をラインナップしてみました。 

国産ＣＧソフトとして人気の高い国産ＣＧソフトとして人気の高い国産ＣＧソフトとして人気の高い国産ＣＧソフトとして人気の高い””””ＳｈａｄｅＳｈａｄｅＳｈａｄｅＳｈａｄｅ””””の講座を新たに開設。の講座を新たに開設。の講座を新たに開設。の講座を新たに開設。    

 

ＣＡＤスキルと共にＣＧのスキルも学習してみてはいかがですか？ＣＡＤスキルと共にＣＧのスキルも学習してみてはいかがですか？ＣＡＤスキルと共にＣＧのスキルも学習してみてはいかがですか？ＣＡＤスキルと共にＣＧのスキルも学習してみてはいかがですか？    

  

 

●●●●ＳｈａｄｅＳｈａｄｅＳｈａｄｅＳｈａｄｅ        速学速学速学速学コースコースコースコース                                                                                                                                                                                    
 

初めてＣＧソフトにチャレンジする方の導入編。初めてＣＧソフトにチャレンジする方の導入編。初めてＣＧソフトにチャレンジする方の導入編。初めてＣＧソフトにチャレンジする方の導入編。 

○ある程度図面の読める方。 

○Ｗｉｎｄｏｗｓの操作のできる方。 

３ＤＣＧ”Ｓｈａｄｅ”を使いＣＧソフトを体感していただくコースです。 

    

    

    

    

    

    

●●●●ＳｈａｄｅＳｈａｄｅＳｈａｄｅＳｈａｄｅ        基礎基礎基礎基礎コースコースコースコース（（（（住宅住宅住宅住宅・・・・外観外観外観外観））））    

    

３ＤＣＧ３ＤＣＧ３ＤＣＧ３ＤＣＧ"Shade12""Shade12""Shade12""Shade12"の基本操作と住宅外観パースの実習課題を作成するコースです。の基本操作と住宅外観パースの実習課題を作成するコースです。の基本操作と住宅外観パースの実習課題を作成するコースです。の基本操作と住宅外観パースの実習課題を作成するコースです。    

○ある程度図面の読める方。 

○Ｗｉｎｄｏｗｓの操作のできる方。    

 

 

 

 

 

Ｓｈａｄｅ コース案内 

 

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥６４,８００ ￥７５，６００ 

夜間 
２０時間 １０回 １ヵ月 ￥１０,８００ 受講料に含む 

￥７５，６００ ￥８６，４００ 

☆昼間部☆昼間部☆昼間部☆昼間部    受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！    １０回（１回／１２０分）受講料１０回（１回／１２０分）受講料１０回（１回／１２０分）受講料１０回（１回／１２０分）受講料    ￥５８￥５８￥５８￥５８,,,,３２０－、入学金￥１０，８００－で３２０－、入学金￥１０，８００－で３２０－、入学金￥１０，８００－で３２０－、入学金￥１０，８００－で合計合計合計合計    ￥６９，１２０－￥６９，１２０－￥６９，１２０－￥６９，１２０－    

☆夜間部☆夜間部☆夜間部☆夜間部    受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！    １０回（１回／１２０分）受講料１０回（１回／１２０分）受講料１０回（１回／１２０分）受講料１０回（１回／１２０分）受講料    ￥６８，０４０－、入学金￥１０，５００－で￥６８，０４０－、入学金￥１０，５００－で￥６８，０４０－、入学金￥１０，５００－で￥６８，０４０－、入学金￥１０，５００－で合計合計合計合計    ￥７８，５４０－￥７８，５４０－￥７８，５４０－￥７８，５４０－    

    

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥１７２，８００ ￥１９４，４００ 

夜間 
５４時間 ２７回 ３ヵ月 ￥１０,８００ ￥１０，８００ 

￥１８３，６００ ￥２０５，２００ 

☆昼間部☆昼間部☆昼間部☆昼間部    受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！    ２７回（１回／１２０分）で、受講料￥１５５，５２０―、さらに入学金ＯＦＦで２７回（１回／１２０分）で、受講料￥１５５，５２０―、さらに入学金ＯＦＦで２７回（１回／１２０分）で、受講料￥１５５，５２０―、さらに入学金ＯＦＦで２７回（１回／１２０分）で、受講料￥１５５，５２０―、さらに入学金ＯＦＦで合計￥１６６，３２０―合計￥１６６，３２０―合計￥１６６，３２０―合計￥１６６，３２０―    

☆夜間部☆夜間部☆夜間部☆夜間部    受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！    ２７回（１回／１２０分）で、受講料￥１６５，２４０－、さらに入学金ＯＦＦで２７回（１回／１２０分）で、受講料￥１６５，２４０－、さらに入学金ＯＦＦで２７回（１回／１２０分）で、受講料￥１６５，２４０－、さらに入学金ＯＦＦで２７回（１回／１２０分）で、受講料￥１６５，２４０－、さらに入学金ＯＦＦで合計￥１７６，０４０－合計￥１７６，０４０－合計￥１７６，０４０－合計￥１７６，０４０－    

    



 

 

●●●●３３３３ＤＤＤＤ建築建築建築建築パースパースパースパース＆＆＆＆デザインコースデザインコースデザインコースデザインコース    shadeshadeshadeshade・・・・製図製図製図製図初心者向初心者向初心者向初心者向////    

 

打合せ、プレゼンテーションには欠かせないパースのスキル。打合せ、プレゼンテーションには欠かせないパースのスキル。打合せ、プレゼンテーションには欠かせないパースのスキル。打合せ、プレゼンテーションには欠かせないパースのスキル。    

ラフスケッチからフォトリアルなデジタルパースまで総合的に学習します。ラフスケッチからフォトリアルなデジタルパースまで総合的に学習します。ラフスケッチからフォトリアルなデジタルパースまで総合的に学習します。ラフスケッチからフォトリアルなデジタルパースまで総合的に学習します。    

作図の方法だけではなく、魅せるテクニックを学習できます。作図の方法だけではなく、魅せるテクニックを学習できます。作図の方法だけではなく、魅せるテクニックを学習できます。作図の方法だけではなく、魅せるテクニックを学習できます。    

 

○初心者の方にもわかり易い、製図基礎と建築図面の解説。 

○透視図法の基本理論と実践的な手描きパースの製作演習。 

○ＣＡＤデータからの３Ｄ展開、人気ソフト”ｓｈａｄｅ”の基本操作から 

デジタルパース演習まで。 

○ＡＣＳＰ「３Ｄ建築パース検定」試験対応。 

 

 

 

 

 

 

 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

但し、給付金指定講座は受講日固定制となり指定期間で受講していただきます。 

※金額は全て消費税込みとなっております。 

 時間数 回数 期間 入学金 教材費 受講料 合計 

昼間 ￥４２１,２００ ￥４５３,６００ 

夜間 
１６０時間 ８０回 ６ヵ月 ￥１０,８００ ￥２１，６００ 

￥４３２,０００ ￥４６４,４００ 

☆昼間部☆昼間部☆昼間部☆昼間部    受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！    ８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３７９,,,,０８０―、さらに入学金ＯＦＦで０８０―、さらに入学金ＯＦＦで０８０―、さらに入学金ＯＦＦで０８０―、さらに入学金ＯＦＦで合計￥４００合計￥４００合計￥４００合計￥４００,,,,６８０―６８０―６８０―６８０―    

☆夜間部☆夜間部☆夜間部☆夜間部    受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！受講料１０％ＯＦＦ！    ８０回（１回／１２０分）で、受講料￥８０回（１回／１２０分）で、受講料￥８０回（１回／１２０分）で、受講料￥８０回（１回／１２０分）で、受講料￥３８８３８８３８８３８８,,,,８００－、さらに入学金ＯＦＦで８００－、さらに入学金ＯＦＦで８００－、さらに入学金ＯＦＦで８００－、さらに入学金ＯＦＦで合計￥４１０合計￥４１０合計￥４１０合計￥４１０,,,,４００－４００－４００－４００－    

    



Ｇ ｏ ｏ ｇ ｌ ｅＧ ｏ ｏ ｇ ｌ ｅＧ ｏ ｏ ｇ ｌ ｅＧ ｏ ｏ ｇ ｌ ｅ     Ｓ ｋ ｅ ｔ ｃ ｈＳ ｋ ｅ ｔ ｃ ｈＳ ｋ ｅ ｔ ｃ ｈＳ ｋ ｅ ｔ ｃ ｈ     Ｕ ｐＵ ｐＵ ｐＵ ｐ     コ ー スコ ー スコ ー スコ ー ス ！！！！ 

 

グーグルスケッチアップ コース 

簡単に使える３Ｄデザインツール（しかもフリーウェア） 

 

ＣＧ・建築系雑誌などで大きな話題となっているグーグルスケッチアップ。 

紙にスケッチする感覚で直感的に３Ｄモデリングが出来るツールとしてパーソナルな用途 

から本格的なプレゼンテーションまで幅広く活用されています。 

そんな注目のソフトを短期間で習得できるような２つのコースをご用意しました。 

「まずは手始めに・・・」「もっと本格的に・・・」ご希望に合うコースをお選びください。 

 

  

 

 

●●●●グーグルスケッチアップグーグルスケッチアップグーグルスケッチアップグーグルスケッチアップ    スタンダードコーススタンダードコーススタンダードコーススタンダードコース    

 

CAD や図面の知識不要ですぐに簡単に見栄えのある３D モデリングが可能です。 

チュートリアルでつまづいた方でも個別指導で必ず習得出来ます。 

 

 時間数 回 数 入学金 教材費 受講料 合 計 

昼間 ￥27,000 ￥32,400 

夜間 
10 時間 5 回 ￥5,400 受講料に含む 

￥37,800 ￥43,200 

    

    

 

    

    

グーグルスケッチアップ コース案内 

 



    

●●●●グーグルスケッチアップグーグルスケッチアップグーグルスケッチアップグーグルスケッチアップ    テクニカルコーステクニカルコーステクニカルコーステクニカルコース    

 

プラグインやマテリアルの活用など、建築・インテリアでもプレゼンからモノづくりにおいての 

構想設計まで、プロとしての活用方法を学習できます。 

CAD からのデータ取得など AutoCAD ユーザーにもお勧めのコースです。 

 

 時間数 回 数 入学金 教材費 受講料 合 計 

昼間 ￥81,000 ￥86,400 

夜間 
30 時間 15 回 ￥5,400 受講料に含む 

￥91,800 ￥97,200 

 

 

※期間については目安であり、受講期間に制限はありません。 

※受講料の金額は全て消費税込みとなっております。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 








