
簿記・パソコンスクール西条 株式会社トップエフォート 

 

business-1 
お問合せは TEL：0897-53-5112 

企業様向けパソコン・簿記 研修コース 

簿記・パソコンスクール西条では、企業の社員研修・新人教育に最適なカリキュラムをご用意しております。 

また、ご希望に合わせたカリキュラムの作成も行っております。講師も職業訓練や企業研修などの経験が豊富で

受講者の進度を見極めながら進めていくため、確実にスキルを身につけることができます。 

受講タイプ 
 

当スクールでのレッスン 貴社でのレッスン 

少人数（1 名から）の場合、個別指導型の研修を 

おすすめします。また、訓練設備完備ですので、

15 名までの集合型研修も可能です。 

講師派遣による貴社でのレッスンも可能です。

パソコンなどの設備がない場合も、1 台より貸

出ししております。（費用別途） 

※どちらも、個別指導・一斉レッスンよりご選択できます。 

研修コース（カリキュラムの内容・時間・組み合わせはお気軽にご相談ください） 
 

 パソコンスキル基本 

 初心者コース 

（入門・Word・Excel） 

研修時間の目安 

6 時間～12 時間 
パソコンの経験がない初心者・新入社員向けの研修です。 

    

 基礎コース 

 
6 時間～ 

Word や Excel などの使用方法を学ぶ研修です。 

（Word・Excel・PowerPoint・デジカメ・メール 

・インターネット など 単独または組み合わせ可能です） 
    

 短期習得コース 

（Word・Excel） 
9 時間 短期で同時に Word と Excel を研修する初級コースです。 

 パソコンスキル応用 

 

応用コース 6 時間～ 

弊社のカリキュラムの中から自由に組み合わせることが出来ます。 
Word・Excel・PowerPoint・デジカメ・メール・インターネット 

資格取得（MOS・日商 PC 検定・CS 検定） 

Access・Adobe Illustrator・Adobe Photoshop・Adobe Dreamweaver・

Jw_cad・Web 制作（WordPress・ホームページビルダー・HTML 言語） 

その他にも研修したい内容がございましたらご相談ください。 

 簿記スキル基本 

 日商簿記 3 級コース 15 時間～ 簿記の基礎と日商簿記 3 級の内容を学習します。 

    

 日商簿記 2 級コース 30 時間～ 
簿記の基礎と日商簿記 2 級の内容（商業簿記＋工業簿記）を学習し

ます。 
    

 電子会計コース ６時間～ 弥生会計などの会計ソフトを用いた会計処理を学習します。 

ご利用料金案内 

 個別指導コース・助成金対象コース 

ご選択のコースの受講料とテキスト代をお支払いいただきます。 

 講師派遣の料金（以下の料金に加えテキスト代、場合により交通費） 

基本スキルコース（オレンジ） 5 名まで 1 時間 5,000 円 1 名追加毎に 250 円加算 

応用スキルコース（ピンク） 5 名まで 1 時間 6,000 円 1 名追加毎に 250 円加算 

※パソコンレンタルもご利用いただけます。（1500 円/回）  
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お問合せは TEL：0897-53-5112 

キャリア形成促進助成金 対象コース 

 キャリア形成促進助成金とは？ 

正規雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な

知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し、労働者

に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。 

簿記・パソコンスクール西条では、助成金を利用した講座の選定から申請・支給申請などのサポートを行ってい

ます。お気軽にご相談ください。（TEL：0897-53-5112） 

助成額（受講料などの経費） 

1 人 1 コースあたり  １／２～１／３
＋ 

賃金助成（研修時の賃金） 

1 人 1 時間当たり  ８００円（４００円）

※助成額は会社の条件や受講対象者の条件により変動します。お気軽にご相談ください 

※詳しくは、厚生労働省の HP をご覧ください。 

 助成金対象コース 

受講場所は「当スクールでのレッスン」「貴社でのレッスン」から選択できます。 

受講タイプは「少人数制の個別指導型」「集合型の一斉研修」から選択できます。 

ご希望の内容に合わせてカリキュラムを新たに作成することも可能です。（1 コースの訓練時間が 20 時間以上必要） 

以下は「少人数制の個別指導型」での 1 名あたりの料金です。「集合型の一斉研修」の場合人数により料金が 

変わりますので、お見積いたします。 

パソコン基礎・Word・Excel・資格（MOS・日商 PC 検定・CS 検定より選択） 

 

パソコン基礎コース 

税別 

56,000 円 

テキスト 5,000 円 

21 時間（90 分×14 回） 
Windows 基礎(3h)、Word 基礎(9h)、Excel 基礎(9h) 

パソコン初心者が基本を習得するためのコースです。 

 
パソコン応用コース 

56,000 円 

テキスト 5,000 円 

21 時間（90 分×14 回） 
Windows 応用(3h)、Word 基応用 9h)、Excel 応用(9h) 

基本が出来ている方がステップアップするためのコースです。 
    

 資格コース 

(Word) 

56,000 円 

テキスト 4,000 円 

21 時間（90 分×14 回） 
Word 基礎(11h)、試験対策(10h) 

Word の基本から資格取得までを目指すコースです。 

 資格コース 

(Excel) 

56,000 円 

テキスト 4,000 円 

21 時間（90 分×14 回） 
Excel 基礎(11h)、試験対策(10h) 

Excel の基本から資格取得までを目指すコースです。 

 資格コース 

(PowerPoint) 

56,000 円 

テキスト 4,000 円 

21 時間（90 分×14 回） 
PowerPoint 基礎(11h)、試験対策(10h) 

PowerPoint の基本から資格取得までを目指すコースです。 

 MOS 資格コース 

(Access) 

95,000 円 

テキスト 4,800 円 

30 時間（90 分×20 回） 
Access 基礎(15h)、MOS 試験対策(15h) 

PowerPoint の基本から MOS 資格取得までを目指すコースです。 

日商簿記 

 
日商簿記 3 級基本コース 63,200 円 

24 時間（90 分×16 回） 

基礎 10 回＋応用問題 6 回 

簿記を初めて習われる方が、日商簿記 3 級試験を目指すコースです。 

 
日商簿記 2 級基本コース 102,000 円 

36 時間（90 分×24 回） 

商業簿記基礎 9 回＋工業簿記基礎 9 回＋応用問題 6 回 
簿記 2 級を初めて習われる方が、日商簿記２級をめざすコースです。 

※電子会計（弥生会計他）もご相談にのります。 
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Web 制作・HTML 言語・資格（Web クリエイター能力認定試験） 

 Dreamweaver 基礎コース 
税別 

66,500 円 
21 時間（90 分×14 回） 
Web 制作するソフト Dreamweaver による Web 制作の基本を習得 

 Dreamweaver 資格コース 

（スタンダード） 
66,500 円 

21 時間（90 分×14 回） 

Web クリエイター能力認定試験（スタンダード）資格取得を

Dreamweaver にて目指します。基礎コース終了した方向け 

 Dreamweaver 資格コース 

（エキスパート） 
66,500 円 

21 時間（90 分×14 回） 

Web クリエイター能力認定試験（エキスパート）資格取得を

Dreamweaver にて目指します。基礎コース終了した方向け 
    

 
HTML＋CSS 基本コース 66,500 円 

21 時間（90 分×14 回） 

HTML と CSS による Web 制作の基本を習得します。（言語の入力に

よる Web 制作ですが、初歩からなので Web 初心者でもＯＫ！） 

 
WordPress 基本コース 66,500 円 

21 時間（90 分×14 回） 

WordPress によるサイト構築・テーマのカスタマイズ・プラグインな

ど基本を習得します。（言語は未使用のため Web 初心者でもＯＫ！） 

JW_CAD・資格（建築 CAD 検定試験） 

 
JW_CAD 基本応用コース 

税別 

66,500 円 

21 時間（90 分×14 回） 

JW-CAD の基本と平面図の作成を習得します。（平面図以外の配管・

配線・土木・機械等への変更も可能です） 
    

 
JW_CAD 基礎-資格コース 76,000 円 

24 時間（90 分×16 回） 

JW-CAD の基本を習得した後、建築 CAD 検定 3 級資格の取得を目指

します。 

Photoshop・Illustrator・資格（Photoshop®クリエイター能力認定試験） 

Photoshop（フォトショップ）Illustrator（イラストレーター）は、画像修正や加工、合成やイラスト 

レーションまで幅広く使用され、Web 制作や印刷業界などで使用されています。 

 Photoshop 基礎コース 
税別 

66,500 円 
90 分×14 回 
Photoshop の基本を学び、様々な機能を演習により習得します 

 Photoshop 基礎-資格 

コース 
95,000 円 

90 分×20 回 
Photoshop 基礎から Photoshop®クリエイター能力認定試験 

（スタンダード又はエキスパート）資格取得を目指します 
    

 Illustrator 基礎コース 66,500 円 90 分×14 回 
 Illustrator の基本を学び、様々な機能を演習により習得します 

 Illustrator 基礎-資格 

コース 
95,000 円 

90 分×20 回 
Illustrator 基礎から Illustrator ®クリエイター能力認定試験 

（スタンダード又はエキスパート）資格取得を目指します 

 

※上記以外にも、研修したい内容がございましたら、お気軽にお問い合わせ 

 ください。（TEL：0897-53-5112） 


