
 

（各 1 時間･全 10 回の料金です） 

 

 
今なら入会金 10,500 円が無料！ （10 月 15 日まで） 

※教室・コース（A～G）・時間をお選び
ください。 

※ご都合の悪い日はご相談下さい。 
（初回事務手数料 3,150 円が必要） 

大変！ 

パソコンが 

動かない… 

●インターネットが、つながらない ●プリンタが動かない  

●大事なデータを取り出したい   ●電源が入らない 

●無線でインターネットがしたい  ●へんな画面が消えない 

 

量販店やネットで買った 

パソコンの設定いたします 

わからない所だけを聞きたい 

●いろいろな事が聞きたい 

●自宅で・会社で聞きたい  

●自宅で書類を作りたい 

●自宅で覚えたい      

●教室に通う時間がない 

 

※内容により、料金が異なる場合もございます。 

●Powerpoint 講座 
●Access 講座 
●マクロ・VBA 講座 
●MOS 資格取得講座 
●ホームページ作成講座 
●ブログ作成講座 
●Illustrator 講座 
●Photoshop 講座 
●ipad 講座 
●会計・給与・販売ソフト講座 

 

上記講座以外にも 

各種講座ございます。 

パソコンレンタル・持込も無料 

パソコン教育エムズ 検索 

生徒の皆様の声 

（40 歳・女性） 

58 歳・女性） 

コース 曜日  日 程  時 間 受講料 教材設備費等 

A. Word 
B. Excel 
C.デジカメ 
D.インターネット 
E. いちからの 
パソコン  

F.ビジネス実践講座 
G.MOS 取得講座 

木 平日 
昼間 

10/10・17 

10/24・31 

11/7・14 

11/21・28 

12/5・12 

① 

②10:50～11:50 

【A～E】 

17,850 円 

 

【F.G】 

27,300 円 

【A～E】 

3,150 円 

 

【F.G】 

4,200 円 

 

 三井住友銀行 

 

ヤマトヤシキ 

 
JA ビル４階 

まちづくりセンター 

 

加古川駅 至神戸 

 

（加古川市加古川町寺家町 45） 

 

･･その他お近くの教室は･･ 
■リビング・カルチャー倶楽部 

加古川教室・姫路北教室・イオンタウン姫路教室 

■姫路南教室（駐車場完備） 

■姫路網干市民センター 

■姫路西市民センター 

■姫路東市民センター 

■神戸流通科学大学 

■姫路広畑市民センター 

■姫路灘市民センター  

■姫路高岡市民センター 
 

興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。 

今から楽しくパソコンを習って、 

笑顔で年末を迎えましょう!! 

レベル診断し、あなたにあったお得な
カリキュラムをご提案いたします。 
お気軽に体験希望・ご相談ください。 

コースのご案内 初回診断し、個々のカリキュラム
をご提案いたします。 

A.Word 
文書作成から表作成もできるようにな 
ります。 
書式・用紙設定なども覚えます。 

B.Excel 
計算を簡単にし、仕事に活かしましょう。 
データの入力・表を作成します。 
Excel のすごさを実感できます。 

C.デジカメ 
きれいにデジカメで撮影し、パソコンに「取
り込み」「整理」「印刷」「ＣＤ作成」まで身
につけ、ハガキ等に活用します。 

D.インターネット 
ショッピングや趣味の情報を集めたり、メ
ールをしたり、楽しく使えるようになりま
す。買い物なども安全に使えるように。 

E.いちからの 
パソコン 

本当に初めての方でも大丈夫！電源の入れ
方から文章入力ができるようになります。 
パソコンの基本がわかります。 

 

※違う曜日をご希望の方はお気軽にお問合せください。 

 

G. MOS取得講座 

★就職・転職にも有利★ 

例）平日 Word コース 

レベルに応じて回数を診断させていただきます 
  (別途、教材設備費 4,200 円が必要) 

コース 

各 27,300 円  （1 時間・10 回） 

 

MOS 合格率 

   99％ 

短期集中で早く MOS を取得しましょう。 
履歴書にも書ける世界共通資格です。 

①Word 

②Excel 

③PowerPoint 

F. ビジネス実践講座 

秋から効率よく覚えるなら…エムズパソコン教室へ 

40 代 

33% 

30 代 

13% 

50 代 

17% 

60 代 

15% 

70 代 

10% 

20 代 

13% 

どんな人たちが教室に 
通っていますか？ 

次回の受講日に 2 時間受けることで振替が
出来ます。初回も相談致します。 
講師・受付時にお気軽にご相談ください。 

姫路南教室や他の教室と並行で受ける事が

出来ます。１日２時間受ける事も出来ます。 

①都合が悪い場合 

生徒の皆様の質問 

②早く覚えたい場合 

9:50～10:50 

30 代～50 代の仕事
に使う為に効率よく
覚えたい方や、 
60 代・70 代のゆっ
くり趣味として覚え
たい方まで、ベテラン
講師が用途にあわせ
て対応致します。 

●平日昼間  各 27,300 円  （1 時間・10 回） 

  (別途、教材設備費 4,200 円が必要) 

①Word 

②Excel 

③PowerPoint 

コース 

大変 

満足 98% 

●ある程度は出来るけれど、効率よくポイントを教
えて欲しい。 

●ソフトのバージョンが変わって困っているので、
わかる所は簡単に、わからない所を 
しっかりと教えて欲しい。 

●苦手ながら、我流でパソコンを使っていましたが、就職
のため、受講したところ、ポイントを効率よく学ぶこと

ができ、資格も取れ、事務の仕事に就職が出来ました。
今はパソコンが得意です。 

●まったくの初心者でしたが、デジカメで撮った写真をハ
ガキや CD に入れたり、ビデオが作れたりと、自分で出

来るようになり、とてもうれしいです。（ 

 

初回に事務手数料 3,150 円が必要です。 

昼
間 

夜
間 

時間（時間が選べます） 受講料（60 分 10 回） 

⑧18：00～19：00 

⑨19：00～20：00 

⑩20：00～21：00 

① 

②11：00～12：00 

③13：00～14：00 

④14：10～15：10 

⑤15：20～16：20 

⑥16：00～17：00 

⑦17：00～18：00 

9：50～10：50 
平日：17,850 円 

3,150 円が必要） 

（別途、教材設備費 

土日：19,635 円 

平日：19,635 円 

3,150 円が必要） 

（別途、教材設備費 

方は 

 

お急ぎの 

市役所 

キャッスルホテル 

タカセ不動産 

お花屋さん 

 
パソコン教育エムズ 

姫路南教室 

駅
南
大
通
り 

※コースにより受講料は異なります。ご確認下さい。 

 


