
お電話でのお問い合わせについて

講座に含まれるもの

Adobeマスター講座
[ソフト付属]
Adobe Creative Cloudの基礎をマスター
全3ヶ⽉

39,980円税込 / 36,346円（税抜）

※Adobe CC1年分を含む

AdobeCC

学⽣・教職員版

ライセンス1年分

基礎が学べる

オンライン動画教材

約63時間

1ヵ⽉の

動画視聴期間

2ヵ⽉の

課題添削期間

Adobeアプリケーションの基礎が学べます

デジタルハリウッド約20年の教育ノウハウに基づいて制作された基礎動画教材≪63時間≫と、

12ヶ⽉版のAdobe Creative Cloudがセットになりました。

お⽀払い⼿続き後すぐ受講開始し、AdobeCCが使えるシリアルコードもすぐにお届け。

いつでも、学習を始めることができます。

デジタルハリウッドだけが提供できる、最新のオンライン学習体験を、是⾮実感ください。

Web/CG/動画/映像/プログラミングの通信講座

Adobeマスター講座

問い合わせ窓⼝
お気軽にご質問ください！ 

https://online.dhw.co.jp/inquiry/
https://online.dhw.co.jp/
javascript:void(0)


講座の特徴

最短10分から！すぐに利⽤開始できます

受講者IDおよびライセンスは、お⽀払い後すぐにメールでお届け(*)。「始めたい」と思ったとき、いつでもすぐに

学習を開始できます。

※クレジットカード決済の場合。銀⾏振込およびコンビニ決済ご利⽤の場合、各システムの稼働時間に準じます。

利⽤開始までの流れ

≪ダウンロードコード版≫は、AdobeCCを利⽤するためのシリアルコードをメールですぐにお届けします

STEP 1

お申込み完了

お申込から1週間以内にお⽀

払い下さい

STEP 2

受講開始

お⽀払いの確認後すぐに、受

講のためのIDをメールにて通

知します

STEP 3

シリアルコードの

通知

STEP2と同時に、シリアル

コードをメールでお届けしま

す

STEP 4

シリアルコードの

⼊⼒

メールに記載された⼿順に従

い、シリアルコードを⼊⼒し

ます

STEP 5

AdobeCCの利⽤
開始

ご⼊⼒いただいた⽇から1年

間ご利⽤いただけます

基礎の動画教材とAdobe CCがセットになった

「Adobeマスター講座」

Q. 講座の受講料以外に費⽤はかかりませんか？
受講料以外に費⽤は必要ございません。

Q. ライセンスが付属していてこの価格なのですか？
本講座は、オンライン学習を初めて体験される⽅に、デジハリ・オンラインスクールの使いやすさ・学びや

すさを実感していただくための⼊⾨講座です。 これからデジタルクリエイティブを学びたいすべての⼈にと

って挑戦しやすい講座であるように、リーズナブルな価格を維持しています。

またデジタルハリウッドは、1994年の創⽴以来 デジタルクリエイティブ教育に貢献してきた実

績が評価され、アドビ システムズ 株式会社より⽇本でも数少ない「プラチナスクールパートナ

ー」に認定されています。そのため、デジタルハリウッドの学⽣はAdobe Creative Cloud（学

⽣・教職員個⼈向けライセンスプログラム）を特別価格で購⼊できるのです。

Q. Adobe Creative Cloudの通常版との違いは？

コンプリートプランに含まれるすべてのアプリケーションが利⽤可能です

最新の Photoshop（フォトショップ）や Illustrator（イラストレーター）を含む、すべてのアプリケーショ

ンが使えます。

Web/CG/動画/映像/プログラミングの通信講座

問い合わせ窓⼝
お気軽にご質問ください！ 

https://online.dhw.co.jp/
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学習内容

また、通常版のCreative Cloudで提供されるAdobe FontsをはじめとするWebサービスについても、同じ

ようにご利⽤が可能です。

Q. Adobeマスター講座を、期間内に全部学習できるか不安です

本講座は、本格的な講座を受講する前の⼊⾨講座です

しっかり学んでいただく講座というよりは、デジハリ・オンラインスクールの学習⼿法を体験していただい

たり、各アプリケーションの特徴を知っていただくための講座でございます。

興味をお持ちいただいた講座がございましたら、それぞれの分野や⽬標に沿って、より深く学ぶことのでき

る講座をご⽤意しております。是⾮こちらをご検討ください。

その他よくあるご質問

講座内容

基本操作/描画ツールでの描画/ペンツールでの描画/レイヤー /⽂字

の⼊⼒/オブジェクトの変形/線の設定とアピアランス

Photoshopの基本操作/画像の補正/画像の加⼯/⽂字の⼊⼒/スライ

ス

Webデザイナー講座 Illustrator/PhotoWebデザイナー講座 Illustrator/Photo…… Illustrator

Photoshop

詳細(PDF)

HTML概要とよく使うタグについて/テキスト関連のタグ/リスト関

連のタグ/画像関連のタグ/リンク関連のタグ/テーブル関連のタグ/

フォーム関連のタグ

CSS概要と書式について/⽂字（フォント）関連のプロパティ/背景

関連のプロパティ/ボックス関連のプロパティ/フロート関連のプロ

パティ/配置関連のプロパティ/さまざまなデザイン

基本操作

Webデザイナー講座 HTML/CSS/DreWebデザイナー講座 HTML/CSS/Dre…… HTML

CSS

Dreamweaver

詳細(PDF)

AfterEffects・Premiere講座 |デジハリAfterEffects・Premiere講座 |デジハリ

Web/CG/動画/映像/プログラミングの通信講座

問い合わせ窓⼝
お気軽にご質問ください！ 

https://online.dhw.co.jp/cate_question/adobe/
https://www.youtube.com/watch?v=eBHXcwfU3p4
https://online.dhw.co.jp/course/pdf/adobem_graphic.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PirfuTD9Hvg
https://online.dhw.co.jp/course/pdf/adobem_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MINGSYTn3wc
https://online.dhw.co.jp/
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サポート

※動画授業はオンデマンドでの配信となるため受講期間終了後は閲覧することができません。

※サンプル動画はCS6で撮影されておりますが、実際の動画授業はCreative Cloudを使⽤しています。

Adobeソフトの基礎教材が⾒放題

学べるソフト

Illustrator Photoshop After Effects 

Premiere Dreamweaver 

Flash(Animate CC)

プロのクリエイターが、課題を添削

授業中に作成した課題は、現場を知り尽く

したプロクリエイターの講師が丁寧に添削

し、⼀⼈ひとりに合った指導をします。

※添削期間２ヶ⽉間

充実のAdobe基礎教材

映像系ソフトの役割を知る /静⽌画系ソフトの動画制作上の役割も

知る / Adobe CC全体の概要解説 / Premiere Proの概要解説 / Aft

er Effectsの概要解説 / Photoshop, Illustrator の概要解説 / アプ

リ同⼠の連携例

基本的な制作⼿順の習得（制作〜YouTubeへの公開まで） / Premi

ereの編集機能の習得（素材のカット・編集⽅法、⾳声いれなど） /

実写映像の制作 / AfterEffectの基礎機能の習得（キーフレームの扱

い⽅、Photoshop・Illustratorとの連携）

映像全般に関する基礎知識

AfterEffects Premiere講座 | デジハリAfterEffects Premiere講座 | デジハリ……
ソフト紹介

映像を制作してみよう

映像の知識・初級編

詳細(PDF)

基本操作/描画ツールでの描画/アニメーションの基本/アニメーショ

ンの応⽤/テキストの⼊⼒と編集/サウンドと動画の読み込み/パブリ

ッシュ

ActionScriptの概要/ActionScriptの基本/オブジェクトの制御/⽂

字の制御/⽇付・時間の制御/AIRアプリの作成/外部ファイルへのア

クセス

Flash | デジハリ・オンラインスクールFlash | デジハリ・オンラインスクール Flash

ActionScript

詳細(PDF)

Web/CG/動画/映像/プログラミングの通信講座

問い合わせ窓⼝
お気軽にご質問ください！ 

https://www.youtube.com/watch?v=MINGSYTn3wc
https://online.dhw.co.jp/course/pdf/adobem_after.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fLP63Z4QDn4
https://online.dhw.co.jp/course/pdf/adobem_flash.pdf
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受講に必要な環境

APPLICATION

講座のお申し込み

※視聴可能期間 1ヶ⽉間

※教材として使⽤しているAdobe CCのバージョン

は2015です。（お届けするシリアルは、AdobeCC

で提供されている全てのバージョンがご利⽤可能で

す。詳細はこちらをご確認下さい）

受講後は、「アドビ認定アソシエイト」でのスキルチェックを
推奨しています

アドビ認定アソシエイト(Adobe Certified Associate-ACA)は、ア

ドビ システムズが公認する国際認定資格で、Adobe Creative

Cloudを活⽤するスキルがあることを証明します。社会⼈としてのキ

ャリアをスタートするとき、キャリアチェンジを考えはじめたとき、

⽣徒や学⽣に就職準備にむけて⾃信をもたせたいとき、ACAはぴっ

たりの資格です。

詳細はこちら

Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Certified Associate 、Adobe Certified Associate ロゴは、Adobe

System Incorporated（アドビ システムズ社）の⽶国ならびにその他の国における商標または登録商

標です。

1. 受講に必要なパソコン環境
受講環境につきましては、こちらをご参照ください。

お申し込み講座 Adobeマスター講座（新規／継続）

受講料 39,980円(税込) ※Adobe CCを含む

【重要】ご確認ください ・動画を閲覧できる期間は、1ヶ⽉間のみ、お⽀払い確認後すぐに開始いたします。

・本講座に含まれるCreative Cloud学⽣教職員版ライセンスは、個⼈としてのみ利⽤

可能です。法⼈での購⼊・利⽤はできません。

Web/CG/動画/映像/プログラミングの通信講座

問い合わせ窓⼝
お気軽にご質問ください！ 

https://helpx.adobe.com/jp/creative-cloud/kb/cq10130911.html
http://adobe.odyssey-com.co.jp/
http://adobe.odyssey-com.co.jp/
https://online.dhw.co.jp/course/environment/index_adobe.php
https://online.dhw.co.jp/
javascript:void(0)


全講座⼀覧

Webデザイン

3DCG・映像

アナログスキル

Webプログラミング

Webマーケティング

グラフィックデザイン

その他

初めての⽅へ

デジハリ・オンラインスクールとは？

サポート

セミナー動画・講座説明会

お申し込みについて

よくあるご質問

お役⽴ちコンテンツ

卒業⽣紹介

学習⽅法紹介

特集コラム

Webマガジン「くりたま」

法⼈向け研修講座

教育機関の⽅へ

資料のご請求 /

お問い合わせ /

プライバシーポリシー /

会社概要 /

サイト規約 /

特定商取引法に基づく表⽰ /

サイトマップ

Copyright © 2020 Digital Hollywood Co.,Ltd. All Rights Reserved.

より深く学びたい⽅にはこちらの講座もお勧めです

 

※2019年6⽉よりアドビスクールパートナープログラムのルールが変更されます。ライセンスの詳細については アドビ スクール

パートナープログラムWebサイト をご確認ください

【重要】

メール受信設定について

・AdobeCCシリアル、およびインストールの⼿順等につきましては、お⼿続き完了後

にメールにてご案内します。必ず受信可能なアドレスをご⼊⼒ください。

・サーバー側のセキュリティ等が原因で、メールが正しく届かないことが報告されて

います。事前に＜@dhw.co.jp＞ドメインからのメールが受信できるよう受信設定を

お願いいたします。

・お⽀払⼿続き後１⽇が経過しても連絡がない場合、お⼿数ですが、デジハリ・オン

ラインスクール事務局＜os@dhw.co.jp＞までお問合せください

受講環境、約款を確認しました（ 受講環境確認 / 受講約款 ）

※受講環境および約款をご確認いただけましたら、「受講環境、約款を確認しました」にチェックを⼊れ、申込フォームへお進みください。

※申込みを完了した時点で、受講環境、約款の内容に同意したものとみなします。

Adobeマスター講座にお申し込み

Illustrator/Photoshop講座

44,000円税込

受講期間：全3カ⽉

詳細を⾒る

After Effects・Premiere

講座

74,800円税込

受講期間：全3カ⽉

詳細を⾒る

全講座⼀覧 その他 Adobeマスター講座

Web/CG/動画/映像/プログラミングの通信講座

問い合わせ窓⼝
お気軽にご質問ください！ 

https://online.dhw.co.jp/course/
https://online.dhw.co.jp/course/web_design/
https://online.dhw.co.jp/course/3dcg_movie/
https://online.dhw.co.jp/course/analog/
https://online.dhw.co.jp/course/web_programing/
https://online.dhw.co.jp/course/web_marketing_top/
https://online.dhw.co.jp/course/graphic_design/
https://online.dhw.co.jp/course/other/
https://online.dhw.co.jp/about/
https://online.dhw.co.jp/support/
https://online.dhw.co.jp/event/
https://online.dhw.co.jp/apply/
https://online.dhw.co.jp/question/
https://online.dhw.co.jp/alumni/voice/
https://online.dhw.co.jp/e-learning/
https://online.dhw.co.jp/special/
https://online.dhw.co.jp/kuritama/
https://online.dhw.co.jp/corporation/
https://online.dhw.co.jp/education/
https://www.youtube.com/user/dhelearning
https://www.facebook.com/digitalhollywood.online
https://twitter.com/dhw_onlinestaff
https://online.dhw.co.jp/form/shiryo/
https://online.dhw.co.jp/inquiry/
https://online.dhw.co.jp/policy/
https://www.dhw.co.jp/company/overview/?_ga=1.32314366.1716618403.1435303411
https://online.dhw.co.jp/siterule/
https://online.dhw.co.jp/code/
https://online.dhw.co.jp/sitemap/
https://school.dhw.co.jp/
https://www.dhw.ac.jp/
http://gs.dhw.ac.jp/
https://www.adobe.com/jp/information/creativecloud/students/school-partner.html
mailto:os@dhw.co.jp
https://online.dhw.co.jp/course/environment/
https://www.dhw.co.jp/online/pdf/yakkann.pdf
https://online.dhw.co.jp/course/graphic/
https://online.dhw.co.jp/course/movie/
https://online.dhw.co.jp/
https://online.dhw.co.jp/course/
https://online.dhw.co.jp/course/other/
https://online.dhw.co.jp/course/adobe/
https://online.dhw.co.jp/
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