通信教育

印刷知識全般

印刷知識全般

新人 若手 中堅 管理

印刷業のための新入社員コース
コースのねらい

コース紹介

変化するマーケット構造、顧客ニーズ、競争範囲
時間の感覚など、変わりゆく今の印刷産業につい
て学習していただきます。
また、印刷メディアの基礎知識、制作の流れを学習してい
ただくと共に、会社組織の仕組みやコミュニケーション方
法、マナーなどビジネスの基本も学べるコースです。

対

象

内定者・新卒者・中途社員
受講期間

提携団体通信教育

３カ月
受講料

金（税込み）
JAGAT 会員

一  般

12,960 円

16,200 円

教 材 テキスト３冊 添削３回

印刷企業のあり方や環境を知り、興味を持たせます。
本コースを学ぶことで、印刷という仕事の概要を知
り、実務をより早く習得できるようにします。

●400 社 4,000 名を超える利用実績
●内定者教育として利用している企業が多数
●印刷業界の概要、技術基本知識、
ビジネスマナーを網羅

カリキュラム
❶印刷産業のアウトライン
1.
2.
3.
4.
5.
6.

印刷の役割
社会の変化と印刷
印刷産業への招待
印刷のマーケット
印刷メディアの魅力と今後の可能性
情報革命と印刷の歴史

❷印刷物はどのように作られるのか

・印
 刷産業の全体像や印刷物が作られる過程、印刷の仕
事についてなど幅広く基本的な内容を勉強でき今後の
業務に活かしていける知識が習得できたと思います。
・印
 刷会社において働くこと、社会人として働くこと
の両方を学べて、今後活用できそうなことがた
くさんです。勉強に取り組む習慣も身につきま
した。
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1.
2.
3.
4.
5.

印刷物ができるまでの流れ
コンピューターと印刷表現
印刷に必要な素材とプリプレス工程
印刷および後工程
情報化・電子化とクロスメディア

❸印刷会社と印刷の仕事
1. 印刷会社の仕組み
2. 職場と上手な仕事の進め方
3. 上手なコミュニケーションのしかた

お問い合わせは

TEL 03-3384-3112

印刷知識全般

印刷知識全般

tukyo@jagat.or.jp

新人 若手 中堅 管理

印刷技術・基本
コースのねらい
印刷人として必要な印刷技術の基本的な知識を中
心に、印刷の歴史から印刷会社の役割まで体系的
に学ぶことができます。印刷の基本を学ぶことで、
印刷会社の仕事の意味や重要性に気づくことができ、顧客
とのコミュニケーションも容易になるでしょう。

対

コース紹介

象
経験 1 年未満の技術・営業・工務・
編集・デザイン制作など

受講期間

４カ月
JAGAT 会員

一  般

18,360 円

23,760 円

教 材 テキスト１冊 サブテキスト１冊
添削４回

提携団体通信教育

受 講 料 金（税込み）

テキストに『印刷入門』と Q&A 形式のオリジナル
サブテキストを採用し、初心者にもわかりやすく印
刷技術を解説。新入社員から印刷の基本を整理した
い方までを対象に、印刷技術の全般的な知識を一か
ら学習できるカリキュラムです。
JAGAT 通信教育「新人社員コース」から無理なく
継続学習できます。

カリキュラム
❶印刷の分類と工程

印刷の分野・類型／四版式／平版オフセット印刷の基
礎／ DTP・CTP ソフト、データの受け渡し／印刷前
工程の流れ

❷原稿・レイアウト
DTP・CTP データフォーマット／色の三原色／写真
原稿／印刷で使用されるフォント／レイアウトの基
礎・企画デザインの基礎／色校正の作成
・こ
 れからももっと学び続けながらがんばっていきます。
・印刷の勉強を独学でしようと考えていましたが、書店等では
印刷に関する教本のようなものがほとんどありませんでした。
この通信教育で印刷の基礎知識を得ることができて嬉しい
です。
・今後もこのテキストを活用していきたいです。
・課題と向き合うためには、テキストすべてに目を通す
必要がありましたが、印刷工程を広範囲に学習でき
て仕事上で大変役立つ内容でした。

❸材料知識（紙とインキ）
インキの組成・種類・乾燥方式／紙の目・連量・分類
／ DTP データからの刷版出力

❹オフセット印刷機、製本加工
枚葉機・オフ輪機の作業手順と特徴／製本の基礎知識
／製品不良とその特徴
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通信教育

印刷知識全般

印刷知識全般

印刷技術総合講座

印刷・製本加工
コースのねらい
企画、デザイン、営業、印刷部門に 2 年未満の方で、
印刷知識に自信のない方、これから DTP の学習
を始めようとする方の知識のボトムアップを図
ります。

対

コース紹介

象

経験 6 カ月～ 2 年未満の方
受講期間

４カ月
提携団体通信教育

受 講 料 金（税込み）
JAGAT 会員

一  般

20,520 円

25,920 円

教 材 テキスト１冊 添削４回

プリプレス以降の印刷にテーマをしぼり、オフセッ
ト印刷を中心に、インキ、紙、色、製本などの基
本的な知識と問題点をわかりやすく学習。

●新人教育を終え、配属部署が決まった方の次の
ステップ教育
●企画 ･ デザイン ･ 営業部門で２年未満の方で DTP
と印刷知識に自信のない方へフォローアップ
●デジタルプリプレス（DTP）には強いが、印刷・
製本について知らないという方のブラシュアップ
●ベテランとしてのキャリアはあるが、新しい印刷
の知識をさらに習得したい方のステップアップ
●中途入社の方の印刷技術総合教育としての活用

カリキュラム
❶光 と色／色の測り方／表色系・Lab 値／印刷イ
ンキ 他
・現場での作業の中で各工程の内容を大まかではありますが
流れを勉強でき、今までとは違った見方ができると思うの
でいい経験ができました。
・20 年近く前に受けた時に比べてデジタル化が進み不安
があったが、理解しやすい教材と添削講師からの講評
で、再勉強する点と自身の弱点がわかり助かった。
・印刷以外に、色、紙、印刷機の構造など広く知識を
学ぶことができ参考になりました。今後はこれらの
知識を土台にして実務力の向上を目指したいです。
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❷紙 の製法、紙の目／紙の規格／非木材紙／印刷
版／紙と湿度と印刷／製版管理 他
❸ドットゲイン／ CTP ワークフロー／枚葉印刷機
と品質管理／輪転機の構造／印刷品質と印刷ト
ラブル 他
❹印 刷品質と印刷トラブル／印刷インキ・後加工
／面付け／綴じの種類／製本と紙の手配 他

お問い合わせは

TEL 03-3384-3112

tukyo@jagat.or.jp
印 刷 ・工務 ・生産 ・製本

印刷・工務・生産・製本

オフセット印刷技術者
コースのねらい
従来の経験や勘にのみ頼る考え方を廃し、よりよ
い印刷作業を行うために必要な理論と実務知識を
正しく科学的にマスターし、プロの技術力を身に
つけることをねらいとしています。

対

コース紹介

象

生産技術初級〜中堅
受講期間

6 カ月
JAGAT 会員

一  般

25,920 円

32,400 円

教 材 テキスト１冊

添削 6 回

前準備に始まる作業全般の実務知識と理論、なら
びに保守点検など、関連知識をすべて網羅してい
ます。

提携団体通信教育

受 講 料 金（税込み）

カリキュラム
●カリキュラムⅠ

安全作業、各部の名称と運転の基本、印刷機の
機構、作業前の確認、用紙の準備、用紙

●カリキュラムⅡ

用紙の準備、インキの準備、湿し水の準備、印
刷インキ、湿し水

●カリキュラムⅢ

刷版の準備、紙通し作業、刷版

・印刷機の仕組みや作業方法、手順についての勉強ができ
てよかった。
・何となく覚えていた部分やきちんとわかっていなかったとこ
ろが結構多くもう一度勉強するために良い教材でした。戻っ
てきた解答を見直して再度学習し直します。
・基本的な知識がまだ自分には足りていないことがこの通信
教育でわかったことが良かったと思います。
・印刷のことだけでなく、刷版や製本等のことも勉強でき
て良かった。
・新しい技術や知識もわかった。今後の仕事への考え
方、対応の仕方が変わっていくと思える。
・オフ輪の担当にとって枚葉の内容はとても難し
かったが、印刷の基本が勉強できてよかった。

●カリキュラムⅣ

刷り出し作業、本刷り作業、刷了作業、終了作業

●カリキュラムⅤ

保守点検、印刷機の調整、品質管理

●カリキュラムⅥ

製本加工、環境問題と安全衛生、付属機器（輪転、
枚葉選択）、各種オフセット印刷（輪転、枚葉選
択）、作業手順（輪転、枚葉選択）、関連知識（輪
転、枚葉選択）
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通信教育

印 刷 ・工務 ・生産 ・製本

印刷・工務・生産・製本

印刷技術者のための
品質アップ講座
コースのねらい
現場のデジタル化を意識し「よりよい印刷のため
の品質管理」のために、品質を決める CMS、CTP
の基礎、標準印刷の管理ポイント、印刷機械の実
務的管理をわかりやすく集約。
より安定した印刷物の生産のため、基本的な色とカラーマ
ネジメント知識、印刷における管理項目の理解、プリプレ
スから CTP 化の流れ、校正問題などをトータルに理解し、
社内標準の確立や印刷機械管理までを体系的に学習します。

対

コース紹介

象
オフセット印刷機担当者、プリプレス、
品質管理担当者、工程管理担当者

受講期間

提携団体通信教育

4 カ月
受 講 料 金（税込み）
JAGAT 会員

一  般

24,840 円

30,240 円

教 材 テキスト１冊 添削４回

デジタル化が急速に進む今般の印刷業界の中にあっ
ても、依然として印刷現場では「校正刷りと本機刷
りの色調が合わない」
「前準備時間が短縮できない」
といった古くて新しい問題が発生し続けています。
こうした問題を完璧に解消するには、印刷物を安定
して生産すること、プリプレス部門と一体化したデ
ジタル化の促進と管理システムの構築が必要です。
そのためには印刷現場の方々がプリプレスでの作業
変化、CTP 化の流れ、校正問題などをトータルに理
解するとともに、自社の印刷標準の確立、印刷機械
管理をしっかり学ぶ必要があります。

カリキュラム
❶デ ジタル時代における品質管理の考え方／品質
管理の基本／デジタルワークフロー（全体）／
CTP ワークフロー

・印刷時に出てくる問題や用語などがわかるようになり、品
質に対しては今まで以上に気をつけるようになりました。
・デジタル化だからこそ、プリプレス部門との連携のとれた
システム化や基本的な知識の共有化が必要だと感じまし
た。一部門だけではなく、組織をあげての教育の必要性を
感じました。

❸オフセット枚葉両面印刷機／標準印刷／ブラン
ケットの特性と管理／湿し水とエッチ液の管理／
CTP プレートの管理／印刷適性（用紙とインキ）

・印刷の現場に異動して２年。知識不足があり難しかっ
たですが、やって良かったです。まだ理解できてな
いところもありますが今後もテキストを読み返し
ていきたいと思います。

❹印 刷標準化の管理項目／印刷標準化の管理ポイ
ント／日常の管理／デジタルワークフロー（全
体）／印刷条件の設定とカラーバー／湿し水と
エッチ液の管理／プロセスインキの色相

・通信欄でいろいろ教えてもらえてよかった。
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❷光と色の基礎知識／色彩の表し方／色彩と照明／
カラーマネジメントの基礎知識／印刷特性曲線

お問い合わせは

TEL 03-3384-3112

tukyo@jagat.or.jp
印 刷 ・工務 ・生産 ・製本

印刷・工務・生産・製本

印刷技術者トラブル解決
コースのねらい
トラブルの現象を的確に､ しかも詳細に把握する
ことは、トラブル解決の第一歩です。トラブル解
決の定石を学びながら現象の分析、原因の推定に
取り組みます。オフセット印刷技術をさらに深く学ぶこと
によって技術力の向上を目指します。
受講者の専門分野に応じて、枚葉印刷コースとオフ輪印刷
コースから１コースを選択できるようになっています。
なお、オフセット印刷の実務経験を３年程度以上積んでい
るか、または JAGAT 通信教育「オフセット印刷技術者」
を履修していることを前提にしています。

対

コース紹介

象

受講期間

4 カ月
受 講 料 金（税込み）
JAGAT 会員

一  般

24,840 円

30,240 円

教 材 テキスト１冊 添削４回

・ト
 ラブルを未然に防げたり解決へのスピードが速くなり仕事
がやりやすくなりました。
・環 境によって変化する印刷をこのコースでより深く学ぶこと
ができました。製版についても学んでみたいと思いました。
・結構専門的で難しかったけれどこれからの仕事に活かせると
思う。
・間違って覚えていたこともあれば知らなかった名称なども
あり勉強になりました。
・ト
 ラブルは、機械が変わると原因、解決方法が変わり
今まで苦労していました。今回の受講で、トラブル解
決の基本を勉強できました。今後はどの機械でも
この基本を第一に実践してみて、応用を取り入れな
がらトラブル解決をしていきたいです。

トラブル対策の定石を学ぶ

提携団体通信教育

オフセット印刷の実務経験３年程度以上、
または JAGAT 通信教育
「オフセット印刷技術者」履修者

印刷の手順は覚えたけれど、時々発生するインキ、
湿し水、色調、見当などのトラブルが解決できな
い場合があり、困っていませんか？
トラブルの原因を考え、解決させるためには、先
輩たちが考えてくれた解決の定石があります。
この定石を学ぶと、トラブル解決が素早く、確実
にできるようになります。
また、新しいトラブルに対しても応用できるよう
になります。
トラブルを解決することによって技術力の向上を
目指しながら勉強していきましょう。

カリキュラム
●カリキュラムⅠ（枚葉・オフ輪共通）
トラブル解決の定石、紙、インキ、湿し水、乳化、
汚れ、裏移り
●カリキュラムⅡ（枚葉・オフ輪共通）
トラッピング不良、変退色、ローラからみ、ロー
ラはげ
●カリキュラムⅢ（枚葉・オフ輪共通）
色調不良、ダブリ、見当不良、ゴースト、むら、
キズ・コスレ
●カリキュラムⅣ
（枚葉印刷コース）
紙しわ、ドライダウン、ファンアウト、乾燥不良、
フィーダストップ、水なし印刷、両面印刷、
UV 印刷
（オフ輪印刷コース）
ペースタ失敗、紙切れ、ダブリ、見当不良、
デラミネーション、くわえ折り不良、
折り精度不安定、キズ・コスレ、紙揃い不良
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通信教育

印 刷 ・工務 ・生産 ・製本

印刷・工務・生産・製本

知っておきたい
製本加工の知識と管理
コースのねらい
品質と納期を守り、かつ顧客満足度を上げるには、
製造工程や品質管理、トラブル解決などの製本知
識を学ぶとともに、その知識をクライアントとの
企画段階で提案・アドバイスに結び付けることが大切です。
本コースは、並製本（中綴じ、無線綴じ）から上製本管理
までを網羅し、印刷・製本会社の製本管理者・外注担当者
を中心に工務・営業、デザイン制作、発注者までが学習で
きる内容となっています。

対

コース紹介

象
経験 1 年以上の、製本管理者、外注担当者、
印刷営業、企画デザイン、編集制作
※部門それぞれの立場は違っても製本を本格的に
勉強したい人にお勧めです。

提携団体通信教育

受講期間

● 上製本や並製本

3 カ月
受講料

    品質チェックポイントを知っていますか？

● 無線綴じとアジロ綴じ

    どちらが強いか、クライアントに説明できますか？

金（税込み）
JAGAT 会員

一  般

20,520 円

25,920 円

教 材 テキスト３冊 添削３回

カリキュラム
●カリキュラムⅠ
本・雑誌の構造、名称、役割／製本の種類別の
メリット・デメリット／並製本の綴じ方と工程
概要／上製本の綴じ方と工程概要／表面加工の
基本（打ち抜き、箔押し）／用紙の知識／製本
と環境対応
●カリキュラムⅡ
並製本（中綴じ、無線綴じ、平綴じ）の品質チェッ
クと注意点／上製本の品質チェックと注意点／
各工程での標準的な手法と数値／製本別の工程
でのトラブル概要／トラブルの基本用語の理解
／関連材料知識

・今まで知らずに作業してきたことを今回の通信教育で理解
できる良い機会になりました。
・現場の作業の各工程の流れを勉強でき、
今までとは違っ
た見方ができるいい経験ができました。
・製本は、仕上げや後工程として企画、営業、プリプ
レス、プレス、ポストプレスというワークフロー
を管理する上で、あらためて重要な知識だと感
じ、役に立つと感じました。
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●カリキュラムⅢ
製本加工仕上げの品質チェックのポイント／品
質管理（並・上製本）／外注管理（並・上製本）
／企画へのアドバイス／日程管理／総合課題

お問い合わせは

TEL 03-3384-3112

tukyo@jagat.or.jp
印 刷 ・工務 ・生産 ・製本

印刷・工務・生産・製本

印刷現場の予防保全講座
コースのねらい

対

象

印刷現場オペレーター・
機長・管理者
受講期間

コース紹介

印刷会社の現場に則した環境、問題点、改善に関
する内容を網羅。
経営者や管理者、現場オペレーター、機械メーカー
それぞれの役割を明確にして問題を整理します。
機械故障や印刷事故はもちろん、現場で働く人の
意識や成長の大切さを実践形式で学習できます。

提携団体通信教育

印刷業界を取り巻く厳しい状況のもと、印刷会社は
売上ダウンとコストアップによって利益が圧迫され
ています。しかし、どこの会社でもできるのがコス
トを削減することです。このコスト削減に大切なことは、機
械故障や品質事故の減少・生産性向上のために効率化を図る
ことです。今まで費やしてきた機械修理費や刷り替えなどの
印刷事故費を減少させることは利益創造そのものです。故障
してから修理するのではなく、点検整備を充実させ、故障を
未然に防ぎ、設備の稼働率を上げる予防保全が利益を作り
出すといっても過言ではありません。現場の印刷オペレーター
の多くは与えられた仕事のみをこなすように、受け身の意識
になっているようです。こうした意識は、営業と現場の疎遠
な関係や企業業績と大きく影響します。この講座では受け身
の印刷オペレーターから自主的な印刷技術者への意識改革、
印刷現場の具体的改善を目的としています。

カリキュラム

５カ月
受 講 料 金（税込み）
JAGAT 会員

一  般

25,920 円

31,320 円

教 材 テキスト１冊 サブテキスト１冊
添削５回

・ものすごくためになった。現場では教えてもらえないこと
もたくさんあり勉強になりました。
・今回の学習に留まらず日頃の作業に役立てるため、日々
勉強していきたいです。
・現場のオペレーターとして日常では、目の前の仕事
に流されて、予防保全という視点について欠けてい
たように感じました。印刷機械の日々の予防、保
全を知ることにより、結果的に品質アップやコス
ト管理に大いに役立つと感じました。

●カリキュラムⅠ
予防保全の考え方と定着／印刷機械と印刷現場
の特徴／印刷機械の事故分析／予防保全活動の
効果
●カリキュラムⅡ
給油の必要性・潤滑油の管理／印刷の標準化／
印刷オペレーターの意識改革／印刷現場の基本
教育
●カリキュラムⅢ
印刷機械（枚葉機・オフ輪機）／印刷現場のチェッ
クシート／簡易工場診断チェックシート
●カリキュラムⅣ
印刷現場の環境管理／機械故障データ分析と改
善／生産性データの分析と改善
●カリキュラムⅤ
印刷機械のメンテナンスのポイント／印刷会社
における重大事故／印刷機械の安全基準／印刷
業の危機管理のあり方
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通信教育

・デザ イ ン ・制作

D
T
P

DTP・デザイン・制作

カラーマネジメント基礎と実務
コースのねらい

コース紹介

新時代の色管理を学ぼう！

カラーマネジメントの基本知識から、実践的な設
定方法や処理方法まで学習します。カラーマネジ
メントを初めて学ぶ人から、実際に仕事をされている方ま
で、「色」に興味をもつ方にお奨めのコースです。

対

象
営業・制作・デザイン・製版・印刷

受講期間

3 カ月
提携団体通信教育

受 講 料 金（税込み）
JAGAT 会員

一  般

20,520 円

25,920 円

教 材 テキスト１冊 添削３回

色の基礎から、カラーマネジメントワークフロー、
入力から出力までの実践的知識を網羅した総合
コースです。

カリキュラム
●カリキュラムⅠ

色と画像

色とは／加法混色と減法混色／デジタル画像と濃度・
ガンマ／様々な表色系と CIE ／印刷の色再現／カラー
マネジメントの基礎知識

●カリキュラムⅡ

印刷とカラーマネジメント
プリントアウトで理解するカラーマネジメント／プロ
ファイルと色変換／カラー基本設定／デジタル撮影入稿
／プロダクション入稿／ CTP ワークフロー／環境設定

●カリキュラムⅢ
・この講座を学習したことによって業務に役立てていきたい。
・プロラボ業界で働いています。写真関係の基礎知識がな
かったので、非常に難しいところがありましたが、いい
勉強になりました。今後の業務に生かせるよう頑張って
いきます。
・カラーマネジメントは個人に対する教育も必要だが、
企業にとって、その環境や風土をつくっていくこと
の重要性を感じた。組織としての教育の必要性を
感じました。
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運用と実践

色の仕組み／プロファイル作成／ RGB ワークフロー／
RAW 画像／カラープルーフ／ RIP によるカラーマネジ
メント／ PDF/X-1a の作成／製版／印刷基準の必要性／
PDF データのプリフライト／ CTP の設定・調整・出力

お問い合わせは

TEL 03-3384-3112

tukyo@jagat.or.jp

DTP・デザイン・制作

～説得力は企画力～

コースのねらい
「考えるデザイン」とは何か。
クライアントの要求をどう理解し組み立て、デザ
イン表現するか、そのプロセスの論理的な考え方
や基本ルールを実践的に学びます。

対

・デザ イ ン ・制作

考えるデザイン講座

D
T
P

コース紹介

象
デザイナー、DTP オペレーター、
プランナー、企画ディレクター、
企画営業担当者
※ビジネス現場でデザインに携わるすべての人

受講期間

受 講 料 金（税込み）
JAGAT 会員

一  般

22,680 円

28,080 円

教 材 テキスト１冊 サブテキスト１冊
添削４回

デザインは「設計」から始まる。デザイン企画の
プロセスで必要となるコミュニケーションルール
や分析などの手法を学ぶことで、合理的レイアウ
ト設計の基本を習得し、顧客満足に直結するデザ
イン企画を実現できる。添削課題では、基本知識
の習得と同時に写真やイラストを使ったデザイン
自体の訓練ができるカリキュラムとなっている。

提携団体通信教育

４カ月

カリキュラム
●デザインの前に必要なもの
●コンセプトや企画を具体化する
●基本設計の構築には能力・技術・創造力が必要
●抽象的な要求から具体的な作品へ
●インプットからアウトプットへ
●表現と情報内容の一致と不一致
●基礎知識は可能性を広げる

・デザインを考える中で何を根拠に考えるかが、常々難しい
と感じていました。デザインワークにもコミュニケーショ
ンルール、ロジックや合理性などが存在することをあらた
めて知りました。
・デザインを考え、制作していくことへの説得力を感じま
した。
・人に伝えられる印刷物を生み出す制作へのヒントを
もらったようです。
・難しくて課題も大変でしたがその分達成感があり
ます。

●ページに働く多様な力を理解する
●レイアウトと心理的な効果
●写真の取り扱い
●製造段階に必要な基礎知識
●合理的レイアウト設計の基本
●色選びに必要なもの
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通信教育

営業・企画・マ ーケティング

営業・企画・マーケティング

印刷営業の基本と実務
コースのねらい
印刷産業＝受注産業といわれていた時代に比べて、
ソリューション提案やコンサルティングセールス、
ソフトサービスの強化がキーワードとなり、印刷
営業の役割はますます重要性を増しています。しかし、そ
のような営業職になるには、まず基本を習得していること
が大事になります。

対

象

印刷営業未経験～ 6 年目程度

本コースは基本編と実務編の 2 部構成になってお
り、基本編では印刷産業の現状、印刷ビジネスと
はなどの概論を学習していただきます。実務編で
は、見積もり作成、受注受け、社内指示、校正、納品、
請求、回収など日常営業活動の基本プロセスの学
習に始まり、顧客との人間関係づくり、トラブル・
クレーム対応、深耕営業の進め方、新規開拓の方
法まで細かい点まで実務に沿って学習していただ
けます。

受講期間

提携団体通信教育

本コースは
この部分を
サポート

マネジメント力

4 カ月

マーケティング力

受 講 料 金（税込み）
JAGAT 会員

一  般

22,680 円

28,080 円

教 材 テキスト１冊 添削４回

企画力

提案力

印刷産業の概要

コミュニケーション

深耕営業

与信管理

営業の基本業務

クレーム対応

新規開拓

進行管理

カリキュラム
●カリキュラムⅠ

印刷ビジネス全体と営業

経営環境の変化／印刷業の主要市場／印刷ビジネスの
特徴・魅力／コンプライアンス／エコロジー

●カリキュラムⅡ

日常営業活動の実務能力１

営業の役割／顧客情報の収集と活用／顧客ニーズの変
化／日常活動のポイント／人間関係づくり

●カリキュラムⅢ
・営業の現場を熟知された方が作られたテキストだと感じ
ました。見積もりを FAX で済ましていた自分が恥ずかし
くなりました。
・小売業からの転職で印刷営業は初めてですが、印刷業界
の全体や営業手法の基本を学べたので良かったと思う。
・受講者アンケートでは「期待通りではなかった」と
回答しました。なぜなら、期待を上回っていたから
です。印刷営業の業務知識や進行管理だけでは
なく、新規開拓やクレーム対応、コミュニケー
ション手法まで広く深い内容だったと思います。
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日常営業活動の実務能力 2

価格競争対策／顧客満足営業力／顧客深耕営業／進行
管理力／新規開拓営業力／制作コーディネート力

●カリキュラムⅣ

印刷営業の日常実務全体

基本編と実務編のまとめ（日常営業活動における戦略
的営業に取り組むために）

お問い合わせは

TEL 03-3384-3112

tukyo@jagat.or.jp
営業・企画・マ ーケティング

営業・企画・マーケティング

コンペで勝てる印刷営業力を磨く
コースのねらい
印刷物や Web 制作のコンペの勝敗は、実は企画
そのもの以上に重要なポイントがあります。それ
は営業パーソンの情報収集力です。その精度を高
めることで、勝てる可能性はぐっと上がります。収集した
情報を的確に反映した企画やプレゼンテーションを行うこ
とができれば、勝率はさらに大きく高まります。
印刷会社の営業パーソンがコンペに勝つための情報収集、
企画、プレゼンテーションの方法について、経験豊富な現
役プレゼンターが執筆したオリジナルテキストで学び、実
践的な課題に取り組みましょう。

コース紹介
01

03
顧客によって異なるコンペ形式。
コンペのキーマンは営業担当者、
コンペの仕組みを知る
営業の役割と責任

勝敗の責任も営業担当者
その意味を想定する。

コンペの形式から、顧客が注視する

見積書
＝ 顧客情報

見積審査型

各社が入手する顧客情報やオリエンに関わる情報
ポイント（価格 / アイデア / デザイン）を想定する。
はそれほど差がない。

例えば、顧客が自社の会社案内パンフレットを制作する際、自社内で制作できない場合

コンペに参加する以上、必ず結果が出ます。コンペの勝敗は、営業担当者と

A社

＝

B社
見積書

提案

=

提案

企画書審査型

C社
企画書

そのため、デザインの好き嫌いやコンセプトコ
ピーの良し悪しなど、細かなところで勝敗が決す

営業担当者のほとんどは「企画やデザインについて、他社の提案が優れていた
案を募ることがコンペになります。一口にコンペと言っても、その形式や進め方は顧客に
から」と考える傾向にあります。つまり、その敗因は企画やデザインを作成し
よって異なります。以下に代表的なコンペの形式を紹介します。

どんなに全力で提案を制作していても、よほど実
デザイン
力のある制作チームでもいない限りは、どこの提
案も提案自体には大きな差はつかない。

は、外部の会社にその制作を依頼することになります。この時、複数の外部の会社から提
しての成績に大きな影響を与えます。コンペで負けた場合、
その要因について、

＝

プレゼン型

た担当者にあるという考え方です。こうした考えをもつ営業担当者の場合、コ

見積書

=

提案
企画書

ることが多くなる。この場合、毎回顧客が気にい
る提案を作ることは不可能に近く、コンペの勝率
が50%を超えることは不可能に近い。
デザイン
プレゼン

●見積書によるコンペ：制作するパンフレットなどの仕様（ページ数や部数など）を予め

ンペの勝率は低い傾向が見られます。コンペの勝敗を決する最大の要因は、営

どこの提案も似通った中で、顧客は取捨選択をし

提示し、それに対する制作費を見積書として提出させます。

書類審査

業担当者にあります。

帯に短かし
襷に流し

●書類審査によるコンペ：上記に加えて、企画書やデザインなども提出させ、その出来栄

顧客側から見た場合、自社の一番の顔は営業担当者であり、その営業担当者

えなどから、発注する会社を決定します。
に、
顧客はコンペの要件など、様々な情報を提示することになります。しかし、

段階型

＝

顧客

見積書

の営業担当者は同じ情報を持ち帰り、コンペの準備をすることになります。し
テーションを実施し、発注する会社を決定します。
かし、より積極的な営業担当者は、さらなる情報を引き出すために、顧客に対
このように、コンペと言ってもその形式は様々です。コンペの形式は、どのようなポイン
して密度の濃い接触を図ります。顧客の好みや決済に至るまでの手順など、要

トで発注する会社を決定するかにより、顧客側が決めているケースも多く見られます。例

件に出てこない情報をどれだけ引き出せるかは、提案や企画などに大きな影響

えば、価格優先で会社を決定するならば、見積書によるコンペを選定し、無駄な過程を削

なければならない。ポイントは「顧客に優劣をつ
最終審査
けやすくする」こと。

例えば提案が似通っていれば、最も安いところを
企画書

選ぶのは当然。営業が顧客決済者から好かれてい
デザイン
プレゼン
ても「顧客に優劣をつけやすくする」ことにつな
がる。

●プレゼンテーションによるコンペ：上記に加えて、顧客の前で企画を説明するプレゼン
それらの情報はもちろん、競合する他社の営業担当者にも渡る情報です。各社

「優れた企画やデザインであれば、コンペに勝てたはず」と、営業担当者は思いがちです。しかし、
見積のみで発注先を決める場合、同じ条件で最も安い金額を提示した会社に決定することがほとんどです。
競合他社も同じ内容の情報を聞き、提案を作成するため、実は他社の企画やデザインも似通ったも
特にデザインや企画などを必要としない案件に見られる形式ですが、ポイントは最安値で見積を提出できる
のになるのがコンペです。顧客は、このような状況の中で、発注する会社を決定することになりま
す。その際、顧客が重要視するのは、以下のポイントです。
かどうかです。見積書に加えて、企画書やデザインなども提出する場合、一概に安ければ良いという訳では
●企画やデザインに足りない部分があっても、修正や改善する力があるか？

を与え、アドバンテージを生み出すことができます。こうした活動は、営業担

ありませんが、それでも見積金額はできるだけ低い水準にあった方が、勝率は高まります。コストと提案内

当者の大きな役目です。競合他社と同じレベルの情報しか引き出さず、自社の

●価格面について、融通が利く会社か？
容のバランスを取ることが重要です。

減することができます。営業という職種の性質上、コンペがあると聞けば、とにかく参加

したくなるものですが、闇雲に参加するのではなく、コンペ形式から顧客の選定ポイント
企画制作担当者に他社よりも優れた企画やデザインを要求するのは、大きな間
を想定し、顧客が求めているポイントに応えることができるかを慎重に検討する必要があ
違いであるといえます。

また、顧客との日頃の関係性をより良好にしておくことも、コンペの勝敗に
ります。なかには、20
社にコンペへの参加を打診し、書類審査、一次プレゼンテーション、

●営業担当者や制作担当者に対して、よりスムーズに制作を進行できる信頼性があるか？

企画やデザインの優劣よりも、実はこれらのポイントを総合的に見て判断されるケースが多いとい
えます。もちろん、企画やデザインが他社に比較して圧倒的に劣っているならば、とても勝ちは見
込めないでしょう。しかし、最大のポイントは顧客に安心感、信頼感を与えることができるかどう
かです。まず営業担当者であるあなたが、顧客に信頼されることが、コンペ勝利への最短距離です。

大きな影響を与えます。次ページで解説しますが、競合他社も含めて、提案さ

二次プレゼンテーション、最終プレゼンテーションまで多段階で進行する場合もあります。

れる企画やデザインには、大きな差が出ることは少ないといえます。そうした
中で勝敗を決める際、顧客と営業担当者の関係性は、大きな要因になります。

象

■企画やデザインの優劣は実はつけ難い

各社が似たような情報から提案を制作するため、

コンペに掛かる自社内の労力や人件費なども念頭に置き、冷静な判断ができるよう心掛け

対

■コンペ形式で異なる提出物

ましょう。

コンペのキーマン、そして勝敗の責任は、営業担当者にあります。

Po

i nt

!

★コンペの敗因を企画やデザインに求めない
★多彩なコンペの形式がある

★情報の重要性を知り、他社より多くの情報を入手する
★コンペ形式は無意味にあるのではなく、顧客の意図が必ずある
★コンペ形式から顧客の意図を想定し、コンペへの参画を慎重に検討する
★顧客に安心感、信頼感を与える営業担当者になる
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第1章

01 コンペで勝つためにマスターすべき●●のこと

コンペとは何か？

9

コンペで勝つためにマスターすべき●●のこと 02

印刷、Web 制作の企画・営業の方
提携団体通信教育

受講期間

カリキュラム

1 カ月

●コンペとは何か？

受 講 料 金（税込み）（予定）
JAGAT 会員

一  般

9,720 円

12,960 円

教 材 テキスト 1 冊 添削 1 回

コンペで最も重要なのは情報戦。顧客から何を引き出すか
だけでなく、顧客に何を与えるかが鍵。良い企画、良い
デザインなら勝てるという思想は、現場の疲弊を招く
だけでなく、思うような結果につながりません。顧客
はどこを見て業者選定をするのかを知ることで、勝
利への適切なルートを見つけます。さらに、現場
で避けられない営業と制作の軋轢はなぜ生まれ、
どう回避するべきかを知りましょう。
主任講師 布施貴規（ふせ・たかのり）
コピーライターとして大手家電メーカーや楽器メーカーの広告を手がける。その後、
マー
ケティング・プランナーとして、新規メディアの立ち上げや Web 事業のスタートアッ
プを牽引。 2014 年、BLY PROJECT を立ち上げ、企業のマーケティング活動をサポー
トする一方、セミナー講師としても精力的に活動している。現在は、印刷会社における
Web ビジネスを支援するコンサルティングも行っている。

01 顧客がコンペをする背景を知る
02 コンペの流れを知る
03 コンペのキーマンは営業担当者、勝敗の責任も
営業担当者
04 良い企画だから勝つのではなく、
勝った企画が良い企画

●営業力でコンペに勝つ

05 コ
 ンペの勝ち負けは営業活動の質で決まる
06 コンペが会社に与える影響を営業担当として理解する
07 顧客に「信頼できるパートナー」と思われる営業は
安定的にコンペに勝つ
08 コンペに呼ばれないのは営業担当者の責任
09 コンペ前に優位に立つためにすべきこと
（コンペ前の営業）
10 コンペ中に勝率を上げるための営業活動を
実践する（コンペ中の営業）
11 コンペ提案終了後も積極的な情報収集が必要
（コンペ後の営業）
12 コンペ必勝の営業手法、進化した伝言ゲーム

●営業が高める提案の質
13
14
15
16

 い企画をプロデュースする
良
営業担当者はまず情報を徹底的につかむ
顧客のターゲットユーザーの目を持つ
顧客の代理人として機能する

●プレゼンを極める
17
18
19
20
21

 レゼンの重要性
プ
プレゼンは顧客を口説く舞台
プレゼンでしてはいけない 3 つのポイント
プレゼンファースト理論で勝率を上げる
プレゼンテーターが提案書を作るべき理由

●コンペに強いチーム作り

22 覚
 悟をもってコンペに臨む
23 営業と企画制作の壁を生まない営業担当者になる
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通信教育

営業・企画・マ ーケティング

営業・企画・マーケティング

DM・チラシで実践する
マーケティング発想力育成
コースのねらい

コース紹介

「発想」「気付き」を鍛え
企画・提案に活かす！

身近な DM・チラシを通して「考える営業」を訓練します。
マーケティングを難しく考えるのではなく、読み手・受け
手の発想に立つことで見えてくるものが多くあります。そ
れを提案に活かしていこうというもので、作業ではなく考
える習慣を身につけていただきます。

対

象

営業・企画・制作・デザインの方
受講期間

提携団体通信教育

4 カ月

本講座は、学校の教科書のような知識詰め込み型
ではなく、事例を挙げながら「発想」と「気付き」
をわかりやすく解説。
先生の叱咤激励でまとめたユニークな内容構成。

受 講 料 金（税込み）
JAGAT 会員

一  般

25,920 円

31,320 円

教 材 テキスト１冊 添削４回

カリキュラム
●カリキュラムⅠ

マーケティング発想のための基礎力

・マーケティングとは…印刷営業はマーケター
・共通用語・認識は重要
・提案のネタは日常業務の中にある
・質問力・聴き取る力

●カリキュラムⅡ

ダイレクトマーケティング

・ダイレクトマーケティングの重要な機能
・たかが DM、されど DM
・DM のコピーライティングのポイント
・コミュニケーション上手が DM 上手

●カリキュラムⅢ
・DM・チラシという印刷物から、マーケティング視点での
発想のコツがわかりました。
・これまで、マーケティングや顧客志向というと難しく考
えがちでしたが、身近にシンプルに考えることができ
ました。
・読み手、受け手の視点で発想することが新鮮でし
た。印刷物をつくることに追われて忘れていた、
自分達が作っている印刷物の価値を再認識する
ことができました。
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チラシの活性化

・業種によるチラシの違い
・問題点、改善点を見つける
・身近なチラシを分析

●カリキュラムⅣ

総合問題

・重要キーワードの理解
・提案課題

お問い合わせは

TEL 03-3384-3112

tukyo@jagat.or.jp
営業・企画・マ ーケティング

営業・企画・マーケティング

インパクトと共感をつかむ
チラシ・DM 企画提案講座
コースのねらい
確実に販売につながるレスポンス広告の「型」を
知り、演習課題に挑戦することで顧客のビジネス
に役立つチラシ・DM 広告作成術を学べます。
チラシ・広告、冊子、フリーペーパー、サインディスプレ
イなどの販促物の企画提案力の向上を目指します。

対

コース紹介

象

営業・企画・制作・デザインの方
受講期間

3 カ月
JAGAT 会員

一  般

20,520 円

25,920 円

教 材 テキスト１冊 サブテキスト１冊
添削３回

提携団体通信教育

受 講 料 金（税込み）

カリキュラム
●カリキュラムⅠ

レスポンスを上げる広告手法
顧客ピラミッドとマインドシェア
新規集客に必要な販売促進の４要素
顧客課題を引き出す９つのポイント
レスポンスを上げる広告表現のポイント
ターゲットの本音と最も大切な提案

●カリキュラムⅡ

受け手に響くメッセージ開発
新しい消費者行動理論と広告表現
購買行動における消費者のリスク
キャッチコピーの比較
広告の構造地図（レイアウト）とアイキャッチ
反応が取れる広告・取れない広告
購買を促す広告表現手法

●カリキュラムⅢ

売れる広告を設計する
・結果を出すためのデザインに型があることをはじめて知りま
した。感性やクリエイター視点ではなく、受け手へのアプ
ローチが体系的にまとめられていて参考になります。顧客
へのプレゼンテーションや制作ディレクションにも活用
できると思います。
・テキストがわかりやすく理解しやすかったです。

あらゆる要素に影響を受ける「レスポンス広告」
消費者に安心感を与えるチラシ・DM 設計
販促のストーリー要素
効果的なクーポン券の考え方
チラシの実例から導き出す広告づくりの「型」
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通信教育

資 格

資 格

DTP エキスパート
基本知識講座
コースのねらい

コース紹介

テキストで学び、添削課題に取り組み、公式模擬
問題で実力を確認していただく受講スタイルは従
来講座「チャレンジ the DTP エキスパート」を踏
襲しています。添削課題は最新の試験問題を反映し、問題
数が倍増しました。DTP エキスパートを目指す方に最適な
講座です。

対

象
DTP エキスパートを目指す方
営業・制作・企画・デザイン・
製版・印刷業務の方
これから印刷メディア関係の仕事に携わる方

受講期間

提携団体通信教育

3 カ月
受 講 料 金（税込み）
JAGAT 会員

一  般

21,600 円

21,600 円


DTP エキスパート認証試験
教 材『JAGAT

スーパーカリキュラム』
『DTP エキスパートカリキュラム』
「DTP エキスパート認証公式模擬問題」
添削３回

DTP エキスパート認証試験の「カリキュラム」をベー
スに、これからの印刷情報メディア関連の仕事に携
わる方々に向けた知識習得講座です。
「カリキュラム」で特に理解の難しいポイントをテキ
ストで学習。
「DTP エキスパート認証公式模擬問題」
で実力を診断できます。

DTP エキスパート認証公式模擬問題付き
●添削課題は最新の試験問題を反映

●旧講座「チャレンジ theDTP エキスパート」に
比べ問題数が倍増！

カリキュラム
●カリキュラムⅠ：DTP 概論

印刷用紙／組版設計／カメラと撮影／画像データ処理
／入稿データの作成／その他

●カリキュラムⅡ：色

光と色／分光特性／照明と色評価／メタメリズム／観
察環境／カラーマネジメント／その他

・印刷については、まだまだ理解不足なことも多いのですが、
今回の受講で少しずつ理解を深めることができました。テキ
スト等は今後も活用してレベルアップを目指そうと思います。

●カリキュラムⅢ：印刷技術

・出題範囲や理解できているところ、できていないところがわ
かって良かったです。学んだことを身につけ、自己のレベル
アップにつなげていきたいと思います。基礎知識をマス
ターしさらに向上していけたらと思います。

●カリキュラムⅣ：情報システム

・ネットワークに関する知識が不足しているのがよくわか
りました。役にたちました。
・法
 律関係の条文は苦労しましたが見解が広がりました。

デジタル印刷のワークフロー／表面加工／インク
ジェット／プロセスインキの濃度と色／その他
DTP アプリケーションの基本操作／ UD フォント／電
子媒体のフォーマット／メタデータ／その他

●カリキュラムⅣ：コミュニケーション

電子化とデータの応用／メディア特性／オムニチャネ
ル／印刷物の説明責任／その他

※本コースは「DTP エキスパート認証試験」のすべてをカバーした受験対策講座ではありません。
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お問い合わせは

TEL 03-3384-3112

tukyo@jagat.or.jp
資 格

資 格

クロスメディアエキスパート
論述試験対策
コースのねらい

コース紹介

提案書作成の第一歩！ テキストと添削課題を通し
て、メディア制作のための提案書作成方法を身に
つけます。
クロスメディアエキスパート認証試験の出題形式に沿った
添削課題で、第 2 部試験（記述形式）の対策講座として活
用できます。テキストと添削課題を通して、提案書作成方
法をマスターしましょう。

対

象
営業・制作・企画
クロスメディアエキスパート認証試験受験予定者
クロスメディア提案をされている方
企画提案に取り組まれている方

2 カ月
受 講 料 金（税込み）
JAGAT 会員

一  般

15,120 円

18,360 円

教 材 テキスト１冊 添削２回

「聞く
（読む）
「
」分析する・考える」
「書く」の流れに沿っ
てポイントを解説。提案書作成の考え方や分析手法
活用の基礎を学ぶことができます。
「どのように考
えたらいいのか」
「何を書けばいいのか」
、クロスメ
ディアエキスパート認証試験対策だけでなく、提案
書作成のガイドともなります。

提携団体通信教育

受講期間

カリキュラム
●カリキュラムⅠ

提案書作成のポイント

提案のプロセス／論理的思考（演繹法と帰納法）／ 6 つ
のフレームワーク／ SWOT 分析／課題解決策の決定／
提案するメディアの選択
●カリキュラムⅡ

サンプル与件に対する提案書作成
良い提案とは何か／提案書作成の流れ／与件文の読み
方／提案書サンプルの検討

・知識整理にはコンパクトにまとまっていてよいテキス
トだと思いました。試験がんばります。
・今回の通信教育講座で、新たに身についた情報
を今後の業務に活用できるように頑張っていきた
いです。ありがとうございました。
※本コースは「クロスメディアエキスパート認証試験」のすべてをカバーした受験対策講座ではありません。
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通信教育

お問い合わせは

TEL 03-3384-3112 tukyo@jagat.or.jp

資 格

資 格

プロモーショナル・マーケティング
基本知識講座
コースのねらい

コース紹介

プロモーショナル・マーケティングとは戦略視点を
定めた新しい販売促進体系です。従来からのセール
スプロモーション（SP）は販促資材の制作に偏って
いたり、販売刺激だけに陥っていただけかもしれません。
しかし、広告主は販売成果をますます強め、プロモーション
のクオリティを厳しく問われる時代になっています。当然のこ
とながら印刷会社でもクライアントだけでなく、エンドユー
ザーに向けた直接的購買動機づけを中心にする営業活動が
必要となってきます。 この講座では SP の世界で生き抜くた
めの専門能力と、より汎用的・本質的なソリューション力を
身につけることを目的としています。

対

象

提携団体通信教育

印刷会社・制作会社・SP 専門会社・
広告代理店など
特に「プロモーショナル・マーケター認定資格」
「クロスメディアエキスパート」受験希望者

受講期間

3 カ月
受 講 料 金（税込み）
JAGAT 会員

一  般

21,600 円

25,920 円

教 材 公式テキスト「プロモーショナル・マーケティング」
（宣伝会議）
サブテキスト１冊
添削３回

❶プロモーショナル・マーケター認定資格試験の公式
テキストを使用し、公式テキストを理解するための
手引きとして、サブテキストをまとめています。
❷サブテキストにはワークシートの作成事例（衣料用
洗剤）として、市場情報収集ワークシート、市場環
境分析ワークシート、プロモーショナル・マーケティ
ング戦術計画ワークシートを掲載。
❸理 解点検ドリルの穴埋め問題で、基本用語の理解
度を確認できます。
❹立案実技の演習にも自分でトライすることができる
ように設計されています。
❺ビジネスの現場を想定した実践的でオリジナルな
課題を用意し、楽しみながら学べます。
❻資格受験対策にとどまらず、SP を理解するための
自己啓発にもなります。

カリキュラム
第１課程

プロモーショナル・マーケティングの全体像と計画
プロモーショナル・マーケティングの全体像を把握する
プ
 ロモーショナル・マーケティングの計画を把握する

・プロモーション活動の基礎からあらためて知る良い機会に
なりました。
・試
 験対策の取っ掛かりとしても効果的だと思いました。
・セールプロモーションと言えば、これまで、販促印刷
物を作るということを直ぐに思い浮かべていましたが、
マーケティング、プロモーション計画と戦略的な流
れの中で発想してビジネスや印刷商品につながっ
ていくことがわかりました。提案にも役立ちそう
です。
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第２課程

プロモーシ

ョナル・マーケティングの手法

プロモーショナル・マーケティングの手法を把握する

第３課程

プロモーショナル・マーケティングのメディア＆ツール

プロモーション・メディア＆ツールを把握する

