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イメディオ インフォメーション
映像制作者向け

聴講セミナー

記者会見感覚セミナー

「ところでどうなの？国際共同製作」
韓国の監督が日本語で答える
2015 年公開予定の中韓国際共同製作映画を実現されたチョ・ジンギュ監督をお招
きし、業界最前線の話や、他国との共同製作の手順や資金繰り、苦労話などを交え
た事例を紹介する企画です。メディア記者になった感覚で国際共同製作の裏話を聞
き出せる、またとない機会です。セミナー後は監督を囲んで交流会を開催します。

11月21日（金）18:00〜21:00
参加費：￥1,000（お一人様 / 税込 / 交流会費込）定員：30名
講師：チョ・ジンギュ 氏 ( 映画監督・韓国 )
モデレーター：松永 宏美 氏 ( ラシャナル・エンターテイメント）
CoWorking

Space

コワーキングスペース
ご利用

利用料 無料
Wi-Fi

無料

PC
電源

移動して仕事をされる方や、起業を目指す方に向けて
無料のワーキングスペースを提供しています。
ワークスペースを共有することで、ここに集まる方々が
ネットワークを作り出したり、共にアイディアを生み出すなど、
相乗効果のあるコミュニティ空間になることを目指しています。
無料で PC用の電源 や、Wi-Fi が利用できます。
利用時間：10：00〜18：00 ( 月〜金曜日、但し祝祭日・年末年始は除く）

インキュベータオフィス
大阪市が設置するイメディオインキュベータオフィスは、
事業の創業・起業を支援するレンタルオフィスです。
Wi-Fi を備えた打ち合わせスペースや会議室、
24 時間利用可能な共用シャワー等を利用できます。

入居者募集中
Access

Map
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ニュートラム「トレードセンター前」駅直結 歩 4 分

詳細・お申込みは

http://www.imedio.or.jp/incubator/

᧵ԧዴ

עɦᤧׄ⏫ዴ

ݢྛټ

ᐱဃᬡ

企業経営者、広報、販促、宣伝、ＰＲ担当者やデジタルコンテンツ業界で活躍するクリエイターをサポートする

2014.
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イメディオの 教育研修セミナー
http://www.imedio.or.jp/seminar/

セミナー詳細・お申込みは

制作現場を熟知している講師陣による、
丁寧で分かりやすい構成の一日完結型セミナーです。

DTP デザイナーを目指す方向け

PC 実習セミナー

今回は押えるべき基本操作をお伝えします。

Webサイト制作者向け

PC 実習セミナー

「本気で Web 制作をしたい！」という方に！

Illustrator 入門
〜作図とレイアウトの基礎を覚える・抑える〜

出直し再勉強！
HTML＆CSS 読解入門

Illustrator はプロが使用するイラスト＆レイアウトツールです。専門ソフトのため、基礎的な
使い方をきちんと把握しないと、思うように操作ができません。今回は押えるべき基本操作を
お伝えします。11 月 20 日開催「Illustrator 実践〜さらに使いこなすための現場で使うテクニッ
ク」も活用ください。

Web ページのソースコードを解説し、いろいろな追加・変更改造しながら、HTML タグや
CSS の理解を深めます。「本気で Web 制作をしたい！」という方に役立つ内容です。11 月
28 日開催の「CSS を使いこなす、Web ページレイアウト実践」も活用ください。

11月 6 日（木）13:00〜18:00

11月14 日（金）13:00〜18:00

全1回 参加費：￥13,000.（お一人様 / 税込） 定員：10 名
講師：森 和恵 氏（r360studio）

全1回 参加費：￥13,000.（お一人様 / 税込） 定員：10 名
講師：森 和恵 氏（r360studio）

DTP デザイナーを目指す方向け

PC 実習セミナー

デザイナー、広告制作など上級実務者向け

PC 実習セミナー

センスのよい素敵なデータが作れるようにステップアップ！

実務経験者向けの実践的な内容です。

Illustrator 実践
〜さらに使いこなすための現場で使うテクニック〜

デザイナー・フォトグラファーのための
フォトレタッチ実践講座

基礎は押さえたけれど、いま一つプロっぽいものが作れない…と思っている方に、に是非受
けて頂きたい講座です。Web に、印刷にと、センスのよい素敵なデータが作れるようにステッ
プアップしましょう！ 11 月 6 日開催の「Illustrator 入門 〜作図とレイアウトの基礎を覚
える・抑える」も活用ください。

プロの現場で行われているレタッチワークを体験し、画像補正のスキルアップを目指しませ
んか？アプローチ方法からテクニックまで、デザイン制作や入稿で困らないフォトレタッチ
テクニックを身に付けましょう！実務経験者向けの実践的な内容です。

11月 20日（木）13:00〜18:00

11月 22日（土）13:00〜18:00

全1回 参加費：￥13,000.（お一人様 / 税込） 定員：10 名
講師：森 和恵 氏（r360studio）

全1回 参加費：￥15,000.（お一人様 / 税込） 定員：10 名
講師：川井 統治郎 氏 ( ビスマイメージ )

Webサイト制作者向け

PC 実習セミナー

Web 制作者、新規ビジネスを検討中の方向け

聴講セミナー

基礎は理解したけれど・・・と悩んでしまう方、必見！

他社に負けない！

CSSを使いこなす、
Webページレイアウト実践

ホームページ制作を受注するための
営業ノウハウ徹底公開セミナー

HTML と CSS の基礎は理解したけれど、いざ最初からページを組むとなると、どこから手
をつけるか悩んでしまう方、必見。ブラウザの進化に伴う CSS レイアウト手法が学べます。
11 月 14 日開催の「出直し再勉強！ HTML＆CSS 読解入門」も活用ください。

下請け体質になっている WEB 制作業界で、如何にして生き残り、利益体質に方向転換す
るのかを、Web 制作業界の現状や、顧客へのアプローチ＆営業手法などを交えてお伝えし
ます。Web 制作の専門知識も必要ありませんので、これから新規ビジネスとして取り組み
たい方にもぜひ。

11月 28日（金）13:00〜18:00

11月 28日（金）18:00〜20:00

全1回 参加費：￥13,000.（お一人様 / 税込） 定員：10 名
講師：森 和恵 氏（r360studio）

全1回 参加費：￥1,000.（お一人様 / 税込） 定員：30 名
講師：田上 義高 氏（マックスライン）

イ メ ディオ の ７ つ の サ ポ ー ト

起 業 家 が 集 ま る イ ン キ ュ ベ ー タ オ フィス

イメディオではさまざまなサポート
メニューで 起業する方を応援します！
1
2
3
4
5
6
7

低廉で快適なオフィス環境の提供
施設見学
サウンドスタジオ・レンタル機材利用特典
随時受付中
セミナー受講が無料
まずはお気軽に
日常相談・定期面談
ご相談ください
インキュベータ入居企業 PR 支援
産創館経営相談室のサポートを活用
TEL. 06-6615-1000
インキュベータ入居企業交流会開催
uketsuke@imedio.or.jp

プレインキュベータオフィス
月額

￥29,800〜

（共益費・電気・空調料金含む）

保証金
不要

メインインキュベータオフィス
月額

￥59,183〜

（共益費含む）※電気・空調料金別途

24時間 365日使用可能です。※電気設備点検時を除く

ソフト産業プラザ イメディオ教育研修事務局
〒559-0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10 アジア太平洋トレードセンター（ATC）内 ITM 棟 6 階
TEL： 06-6615-1006（受付： 月〜金 10：00 〜 18：00 ※土日祝日のみ休業）
E-mail： kouza@imedio.or.jp

詳しくはウェブで！
！
イメディオ

検索

