ワンフレームPCスクール コース・料金のご案内
デジタルコンテンツコースのご案内
コース名称

コース内容

コース回数

・コース内容

デジコミコース
使用ソフト：Celsys ComicStudio 4

デジタルコミック制作の基礎
紙原稿のスキャン
ネーム〜下描き
ペン入れ
トーン作業
小数部印刷とデジタル入稿
写真・3Dモデルからの背景制作

週１回（９０分）
／全４回

※本コース受講の必要スキル：プレップコース１相当の知識

・コース内容

2DCG コース初級
使用ソフト：Adobe Photoshop CS5

画像処理およびソフトウェア操作の基礎
フォトレタッチ
（写真の修正・加工）
ペインティング・ドローイング
フィルタ・エフェクト
ロゴデザイン・テクスチャデザイン
作品制作
印刷と出力について

週１回（120 分）
／全８回

※本コース受講の必要スキル：プレップコース１相当の知識

・コース内容

3DCG コース初級
使用ソフト：Newtek Lightwave 11

3DCGおよびソフトウェアの基礎
モデリング
（基礎・応用）
三面図からのモデリング
テクスチャ編集
カメラ・ライティング基礎
アニメーション制作・レンダリング
フィジックス
（物理演算）

週１回（120 分）
／全１２回

※本コース受講の必要スキル：プレップコース１・２相当の知識

・コース内容

ゲームエンジンコース初級
使用ソフト：Unreal development kit

Unreal Development Kit（UDK）概要
シーン作成
レベリング
（レベル作成）
様々なオブジェクトによるレベル構築
Bot（CPU側AIで動作するキャラクタ）の配置
Trigger（条件達成時に発生するイベントや動作）定義
まとめ
※本コース受講の必要スキル：プレップコース１・２相当の知識

注：
・授業進度によっては、
１回程度の補習授業が発生する場合があります。
・コース内容は予定です。
コース進捗度に応じて内容の追加・修正が発生する場合があります。
・Windows基本操作や一部のコースで必須の予備知識については、
次ベージにあるプレップコースでも習得可能です。

週１回（120 分）
／全１２回

DTP・Webプロフェッショナルコースのご案内
コース名称

コース内容

コース回数

・コース内容

DTPプロフェッショナルコース
使用ソフト：Adobe Photoshop
Adobe Illusrtator ほか

デザイン＆配色基礎
黄金比・白銀比・グリッドデザイン
各種フォトレタッチ・パス編集
名刺・フライヤー・ショップツール・パッケージなどの版下
制作環境構築ノウハウ
デジタルフォーマット
（PDF）への転用
印刷工程とのデータの受け渡し・
トラブルシューティング

全 18 回（120分）

※本コース受講の必要スキル：プレップコース１相当の知識

・コース内容

Web プロフェッショナルコース
使用ソフト：Adobe Dreamweaver
Adobe Photoshop ほか

HTML、CSSとは
ファーストページ作成と構造の理解
Webサーバー契約と運用
SEOの理解を深める
サイト全体の構築 （サイトデザイン含む）
JavaScript、CGIの導入
リテラシー・コンプライアンス観点からのサイト管理

全 16 回（9０分）

※本コース受講の必要スキル：プレップコース１相当の知識

デジタルコミュニケーションコースのご案内
コース名称

コース内容

コース回数

・コース内容

Twitter コース
使用ソフト：Internet Explorer

Twitterとは
アカウント作成〜基本設定
つぶやいてみよう ＆ フォローしてみよう
さまざまな返信・関連ツイート・ダイレクトメッセージ
ユーザーを探してみよう
ユーザーをブロックするには
スマートフォンアプリからの利用 ＆ Facebook連携

全１回（6０分）

※本コース受講の必要スキル：プレップコース１相当の知識

・コース内容

Facebook コース
使用ソフト：Internet Explorer

Facebookとは
アカウント作成〜基本設定
友だちを作る ＆ メッセージのやり取り
「いいね」を押してみよう
タイムライン ＆ マイ・アルバムについて
シェアしてみよう
スマートフォンアプリからの利用 ＆ Twitter連携
※本コース受講の必要スキル：プレップコース１相当の知識

注：
・コース内容は予定です。
コース進捗度に応じて内容の追加・修正が発生する場合があります。
・Windows基本操作や一部のコースで必須の予備知識については、
次ベージにあるプレップコースでも習得可能です。

全１回（60 分）

プレップコースのご案内
プレップコースは、本スクール受講時に必要となる基礎知識をフォローする予備クラスとなります。
PC に不慣れな方・3DCG＆ゲームエンジンコースをご受講の方は、事前にご受講頂く事をお勧めします。
コース名称
プレップコース１

コース名称
プレップコース２
プレップコース１

コース回数

コース内容
Windows初心者向けのコースです。
Windowsの基本操作・ファイルの概念など、当スクールのコース
受講時に必要な知識を学習します。
（DTPコースはMac対応）
「3DCGコース」
コース内容
「ゲームエンジンコース」
を受講する上で必要となる知識を習得します。
Windows初心者向けのコースです。
・様々な画像ファイルの特徴について
（jpeg,
gif, psd等）
Windowsの基本操作
・ファイルの概念など、
当スクールのコース
・APIについて
（Open GL, Direct X等）
受講時に必要な知識を学習します。
・3Dオブジェクトを構成する要素（ポリゴン・テクスチャ等）

週１回（９０分）
／全１回

コース回数
週１回（９０分）
週１回（９０分）
／全１回
／全１回

コース受講料
＜一括払い＞

＜分割払い＞

◆デジコミコース初級

￥12,000

ー

◆２DCG コース初級

￥32,000

￥8,500Ｘ4

◆３DCG コース初級

￥48,000

￥12,500Ｘ4

◆DTP プロフェッショナルコース

￥132,000

￥22,800Ｘ6

◆Web プロフェッショナルコース

￥88,000

￥22,750Ｘ4

◆ゲームエンジンコース初級

￥48,000

￥12,500Ｘ4

◆プレップコース１

￥3,000

ー

◆プレップコース２

￥4,000

ー

注：レジュメ・資料代として￥1,000が別途かかります。 （※プレップコースは無料）

お支払方法
◆現金一括払い

コース開始 10 日前までに受講料を指定口座にお振込み
頂くか、スクールに直接お支払いいただきます。

◆分割払い

コース開始３日前までに受講料初回分をお支払頂き、
翌月から毎月 12 日までに残金を指定回数の分割でお支
払いただきます。（分割払いが設定されているコースのみ）

◆カード決済

各信販会社発行のクレジットカードにて、一括または弊
社指定回数の受講料をお支払い頂きます。

途中解約について
コース途中でご受講できない事情が発生した場合は、以下の条件にて中途解約を承ります。
・受講料が￥20,000 以上のコースが、途中解約によるご返金の対象となります。
・ご返金金額は、一括払い時の受講料総額を該当コース総回数で均等割し、解約申請日翌日以降の未履修回数分を返金額とします。
・分割払いご利用時のご返金金額は、上記計算方法を基本として、解約申請時のコース履修済回数からお支払い済み金額を算出し
ます。
・解約手数料として、未履修回数分の受講料の 25% を別途ご請求申し上げます。

その他お問い合わせは…
スクール周辺略図
国道38号線
柏林台駅

●ニトリ

ＰＣショップ＆スクール ワンフレーム

http://www.oneframe.jp

〒080-0026
北海道帯広市西16条南5丁目17-20
セラーズマーケット 1F

TEL: 0155 - 67 - 5266
FAX: 0155 - 67 - 4860
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