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  ホーム　 　　　　診療科目　　　　　　診療の流れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　症例別メニュー　　　　スタッフ　　　　お問合わせ

NEWS

2015.7.31　　　WEBサイトを更新しました。

2015.7.30　　　2015年8月5日は特別休診となります。

診療の流れ

＜　　　　NEW　　  　　 クリニック案内　　 　　   アクセス    　>
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Tamamura 
Central
Dental
Clinic

医療法人グランジュテ

たまむら中央歯科

NEW

当歯科医院では、一般歯科から矯正歯科、小児歯科まで老若男女問わず
様々な年齢層の患者様のサポートをしております。
歯科に関する事でお悩みの事がございましたら、どうぞ遠慮なく
当歯科医院までお問い合わせください。

正確な診療・丁寧な説明を行っております

外 観 診察室院 内

個室診療室 レストルーム キッズエリア

クリニック案内

ドクターについて

群馬大学口腔外科勤務 
桐生厚生総合病院勤務 
県内開業医勤務
2002年 たまむら中央歯科開業

所属学会
日本口腔外科学会 / インプラント学会

一般歯科
小児歯科
インプラント
矯正歯科

まずは、お気軽にお問い合わせくださ
い。

診療科目について

歯の痛み/子供の虫歯/
歯茎が腫れている・出血する/
歯並びを矯正したい/
歯が抜けて困っている

などの症例でお困りの方は
こちらをご覧ください。

症例について

　　　　　　 医療法人グラン・ジュテ
　　　　たまむら中央歯科

　TEL:0270-64-3718
   Adress　〒370-1127 群馬県佐波郡玉村町1635-2
 

APPOINTMENT

Open      月曜～水曜日　金曜～土曜日
Close      木曜・日曜・祝日

Doctor
Syunsuke Kimura

Practice Menu

Case
症例について

HOME　　　   Practical Menu   　　   System  　　　　　　　　　　　　　　　　　        Case                            Staff                    Contact
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Page Top

Carender

日 　 月 　 火 　 水 　 木 　 金 　 土 　

9：00～12：30

14：30～18：20

　×　 ○　 ○　 ○　 ×　 ○　 ○

　×　 ○　 ○　 ○　 ×　 ○　 ○

※土曜午後の診療時間は「17：00」までとなります。

※アクセス：7354号線上ノ手信号そば

MAIL
無料メール相談　

※無料メール相談を受け付けています。
　お気軽にお問い合わせください。

C2015 TAMAMURA CENTRAL DENTAL CLINIC

診療科目について

診察室

クリックして拡大表示。
医院内のイメージを解りやすく表示。

※スライド表示　1枚目（歯科医院の名前を表示）

2枚目（女性の歯の美しさをイメージ）

3枚目（家族向けイメージ）

全てのページに、医院住所・電話・診療

日時、グーグルマップを表示。

どのページからでも、医院情報が分かる

ように footer に配置。

クライアントが知りたいと思われる情報

（ドクター・診療科目・症例）の 3項目をトッ

プページ上位に表示。

さらに詳細に知りたい場合は、詳細ページ

に移動。

手軽に診察予約出来るように、全てのペー

ジに、WEB 診察予約ボタンを表示

手軽に相談出来るように、全てのページに、

WEB 無料メール相談ボタンを設置。

気軽医院にコンタクトしてもらうことで、

医院に通院しやすくなるように配慮。

スクロールでページトップ画像表示

WEB たまむら中央歯科　TOP ページ



下記フォームから希望日時のご予約又はメール相談をいただいた場合、翌日（翌診療日）
以降にこちらからごご連絡いたします。
なお、土日祝日をはさむ場合は、大変申し訳ありませんがご連絡が休日明けになります。
お急ぎの場合は、お手数ですがお電話にてご連絡いただけると幸いです。

WEB予約　/　無料メール相談

予約申し込み　及び　無料メール相談について

WEB予約　/　　無料メール相談

月・火・水・金

土曜日

日曜・祝日 休診日

9:00～12:30/14：30～18：20

9:00～12:30/14：30～17：00

治療　　  カウンセリング　　  無料メール相談

初診　　   二回目以降　　 

女性　　   男性　　 　　　　　　 歳

問い合わせ内容

以前の診療の有無

お名前

カナ

お電話番号

メールアドレス

住所

年齢・性別

相談内容
その他

性　　　　　　　　　　　名

セイ　　　　　　　　　　メイ

※半角数字（例：000-0000-0000）
※ご連絡が必ずとれる連絡先（携帯・自宅・会社等
　の電話番号）を記入してください。

お問い合わせはこちら

　 0270-64-3718

<　歯が痛い・しみる　/　歯茎の腫れ・出血　/　歯並びが気になる　/入れ歯が合わない・歯がぐらぐらする　＞

歯が痛い・しみる 虫歯治療

歯茎の腫れ・出血

なるべく歯を残す「MI」という考え方を重視
予防歯科に力を入れている当院では、「MI（ミニマルインターベンション）
」という考え方を重視し、痛みが少ない治療・患者様の負担を最小限に抑
えた治療をご提案しています。「MI（ミニマルインターベンション）」とは、
歯や歯周組織、全身へのダメージを最小限に抑えて、本当に悪くなったと
ころだけを修復・改善しようという治療の考え方です。

歯周病

歯並びが気になる 矯正歯科

入れ歯が合わない・　歯がぐらぐらする インプラント

歯周病は、歯を失う原因の第一位です！
歯周病の恐いところは、初期段階では自覚症状がほとんど
ないこと。「歯ぐきが腫れている」「ブラッシングのときに出血し
た」「歯がぐらついているように感じる」といった症状が出はじ
めたときには、すでにかなり進行してしまっている場合も多い
のです。少しでも気になる症状があれば、すぐにご相談くだっ
さい。

今すぐできる！歯並びチェック！
気になる点があれば、早めにご相談ください。

　□上の前歯が大きく前に突き出している。いわゆる「出っ歯」の状態。
　□下の前歯が上の前歯より出ている。いわゆる「受け口」の状態。
　□上の前歯も下の前歯も大きく前に出ている。
　□奥歯や前歯が左右どちらかにずれている。
　□歯と歯の間に隙間がある。いわゆる「すきっ歯」の状態。
　□八重歯が生えていたり、でこぼこに生えたりしている。
　□下の歯に上の歯がかぶりすぎている。

当院ではガイドシステムを使用した安心・安全で正確なインプラント埋入手術を行っています

当歯科医院では、一般歯科から矯正歯科、小児歯科まで老若男女問わず
様々な年齢層の患者様のサポートをしております。
歯科に関する事でお悩みの事がございましたら、どうぞ遠慮なく
当歯科医院までお問い合わせください。

正確な診療・丁寧な説明を行っております

APPOINTMENT

WEB たまむら中央歯科　診療科目 / 症例別 / 診療の流れ / 予約フォームページ

診療科目ページ

診療の流れページ 予約フォームページ

症例別ページ

Tamamura 
Central
Dental
Clinic

医療法人グランジュテ

たまむら中央歯科

＜　　一般歯科　　 /　　小児歯科　　/　　インプラント　　/　矯正歯科　　　>
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般歯科　

一般歯科

小児歯科

インプラント

矯正歯科

診療科目　Practical Menu

たまむら中央歯科ではお口の中を総合的に検査・診断し、
その人にあったベストな治療を選択致します。
虫歯の治療には、「痛そう」「辛そう」といったマイナスイメージ
が強いかもしれません。当院では、患者様の負担が少しでも
軽くなるように、できるかぎり痛みを抑えた治療をご提供して
います。痛みに弱い方、歯科治療に不安を持っている方も
安心してお越しください。

「どうせ生え変わるから、乳歯は虫歯になっても大丈夫」なん
て考えていませんか？
乳歯は合わせて20本。全体的に歯は小さく、石灰化度が
低いため、非常に虫歯になりやすくなっています。永久歯に
比べ歯の厚みが薄く、虫歯が進むとすぐ神経に近くなってしま
うため痛みも出やすくなっています。
たまむら中央歯科ではお子様の成長に合わせた適切な治
療を心がけると共に、ご両親への歯科指導やアドバイスなど
も行っています。

歯並びが悪いと、見た目だけではなく虫歯や歯周病にもなりや
すくなってしまいます。
たまむら中央歯科では、矯正専門の歯科医師、ステラ矯正歯
科クリニック院長の清水先生（矯正認定医）による月2回の
矯正治療日を設け、患者様のご要望にお応えしております。
まずはお気軽にご相談下さい。

インプラント治療はチタン製のネジをあごの骨に埋め、その上
にかぶせ物を装着する治療です。ブリッジなどとは違い、見た
目にも自然な口元を再現でき、ブリッジのように健康的な歯
を削らなければならないといったデメリットが解消されます。ま
た、噛み応えなども自然の歯とほとんど変わらない感覚を味
わえます。審美的にも機能的にも優れたインプラント治療で
すが、保険適応外のため、高額になってしまうのがデメリット
です。お気軽にご相談ください。

当歯科医院では、一般歯科から矯正歯科、小児歯科まで老若男女問わず
様々な年齢層の患者様のサポートをしております。
歯科に関する事でお悩みの事がございましたら、どうぞ遠慮なく
当歯科医院までお問い合わせください。

正確な診療・丁寧な説明を行っております

APPOINTMENT
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Tamamura 
Central
Dental
Clinic

医療法人グランジュテ

たまむら中央歯科

HOME　　　   Practical Menu   　　   System  　　　　　　　　　　　　　　　　　        Case                            Staff                    Contact

診療の流れ　System

初診時は予診表の記入、患者様の登録などがございますので早めにい
らして下さい。
来院して頂きましたら保険証をお預かりし、予診表を記入していただ
きます。
患者様の症状を明確に知りたいのでできるだけ詳しくご記入下さい。

患者様をお部屋にご案内し、簡単な問診を取らせていただきます。
診療台にお座り頂き、どのくらいのお痛みなのか、いつ頃から痛み出
したかなど細かいことでも構いません、お気軽にお話下さいませ。

急性症状があれば診療を致します。急性症状でなければ、今後の治療
計画の作成や診断のための資料を取らせて頂きます。主に、レントゲ
ン撮影、口腔内写真、型とりなどを行います。

＜口腔内写真＞
レントゲン写真とはまた別に口腔内を直接撮影させていただきます。
術前・術後の記録、患者様へのご説明のためにお撮りいたします。

お撮りしたパノラマ写真と口腔内写真を参考に担当医と今後の治療に
ついてカウンセリングして頂きます。必要に応じて、シミュレーショ
ンソフトを使用しての説明を差し上げるとともに、治療終了までの流
れを詳しくお話しさせて頂きます。

患者様に治療についてご納得していただけましたら治療が始まります。
1番痛むところや1番虫歯が進行しているところから治療が始まります。
必要であれば、衛生士による歯石取りやクリーニングも致します。

治療が全て終了致しましたら、メンテナンス（検診）となります。
担当衛生士によるメンテナンスとなります。
定期的なクリーニングもお勧めしております。

＜レントゲン撮影＞
目では見えない歯の根っこの状態、歯を支える骨の形などを診るため、別
室でレントゲン撮影をさせていただきます。

当歯科医院では、一般歯科から矯正歯科、小児歯科まで老若男女問わず
様々な年齢層の患者様のサポートをしております。
歯科に関する事でお悩みの事がございましたら、どうぞ遠慮なく
当歯科医院までお問い合わせください。

正確な診療・丁寧な説明を行っております

APPOINTMENT

①　予診表の記入

②　問診

③　診療

④　カウンセリング

⑤　治療開始

⑥　治療終了後、メンテナンス

※症例に応じて、該当する診療科目箇所へリンク

※診療予約ボタンから予約ページへリンク



● レスポンシブデザイン対応

‥‥‥‥‥‥‥
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診療科目について

WEB たまむら中央歯科 HP デザイン提案

提案例 ： たまむら中央歯科 TOP

元サイトの黒のイメージに沿ってデザイン。
歯科医にとって必要な情報だと思われる、診療科目・診療の流れ・診療メニュー・スタッフ・予約
及びお問い合わせフォームをメニューに設置。
特に、ドクター・診療科目・症例別メニューは、クライアントが知りたい項目だと思われるので、トッ
プページに記載。

●デザイン案

既存サイト ： たまむら中央歯科

制作期間

使用ソフト

作品概要 デザイン提案例

サイト URL

http://team-dream-assist.esy.es

デザイン 3日

コーディング 4 日



WEB たまむら中央歯科　既存サイト

トップページ

スタッフ紹介

診療科目

診療時間・住所

地図

医院案内



レスポンシブデザイン対応

‥‥‥‥‥‥‥

　  安心の個別指導
インストラクターが一人一人に対し

て個別的に必要なポイントをご案

内します。

    MOS・CAD試験校
本校はマイクロソフトオフィススペシ

ャリスト(MOS)、及びCADの検定試験

会場校です。

   合格保障コースあり
MOS及びCADコースには、検定料・テ

キスト・USB等すべて込みの大変お

得なコースがあります。

    シニアフリーパス
60歳以上の方は、毎月最大16回受

講できる、シニアフリーパスをご利

用頂けます。

    完全予約・振替自由
来校できる曜日と時間を自由に月

単位で予約。都合の悪い場合は、予

約振替もできます。

    いつでもスタートOK！
全講座、いつからでもスタート可能

です。月初め・月末等を問わずお問

合せ下さい。

  

MOSコース CADコース 月謝コース

Fukumituの特徴F

1

4 5

2 3

6

Fukumitu 
PC Sch00l

受講生専用ログイン

HOME

MOSコース

CADコース

月謝コース

Office検定申請

無料体験申込み

アクセス

Fkumitu

Fukumituの特徴 | 目的別学習コース | 新着NEWS

WEB ふくみつパソコンスクール デザイン提案例 (6 ページ）

元サイトはコースや受講料など情報量が多かったので、イメージ画像を使用しながら解りやすく

することを中心にデザインしました。

受講コースは 3コースあるので、それぞれのカラーを決め、コースごとに色分けをしました。

シニア向け中心のサイト作りになっていたので、MOS,CAD などのコースの特徴も明確にし、

幅広い層から問い合わせが来るように情報を整理し、見やすいサイトデザインを心がけました。

●デザイン案

ふくみつパソコンスクール既存サイト

ふくみつパソコンスクール　デザイン提案例

制作期間

使用ソフト

作品概要 デザイン提案例

サイト URL

http://team-dream-assist.esy.es/fukumitu

デザイン 3日

コーディング 4 日



WEB ふくみつパソコンスクール　TOP ページ

　  安心の個別指導
インストラクターが一人一人に対し

て個別的に必要なポイントをご案

内します。

    MOS・CAD試験校
本校はマイクロソフトオフィススペシ

ャリスト(MOS)、及びCADの検定試験

会場校です。

   合格保障コースあり
MOS及びCADコースには、検定料・テ

キスト・USB等すべて込みの大変お

得なコースがあります。

    シニアフリーパス
60歳以上の方は、毎月最大16回受

講できる、シニアフリーパスをご利

用頂けます。

    完全予約・振替自由
来校できる曜日と時間を自由に月

単位で予約。都合の悪い場合は、予

約振替もできます。

    いつでもスタートOK！
全講座、いつからでもスタート可能

です。月初め・月末等を問わずお問

合せ下さい。

  

MOSコース CADコース 月謝コース

Fukumituの特徴F

学習の目的はなんですか？F

まずはお気軽に無料体験を！

F まずはお気軽に無料体験を！

1

4 5

2 3

6

MOSコース

ワード・エクセル・パワーポイント・アクセスを学びたい方

事務職への転職を目指す方

スキルアップを目指し、MOS 検定を受ける方

CADコース

AUTOCAD・JWCAD を学び、建築・土木の設計を目指す方

実務キャリア認定制度（CAD) に合格し業界でスキルアップを目指す方

仕事等の都合に合わせて、自分のペースで学びたい方

月謝コース

パソコン初心者

マウス操作から、ワード・エクセル・インターネット等を学びたい方

自分のペースで学びたい方（主婦・中高年等）

お問い合わせ　TEL ： 0270-40-5740
　　　　　(受付 ： 月～土曜日　AM8 ： 00 ～ PM6:00)

レッスンの体験はもちろん、 目的に合った受講のご相談に応じます。 予約フォームにて予
約頂くか、 お電話にてご予約ください。

無料体験予約

2015.8.31　　　9 月 20 日は臨時休校日です。 予約等は出来ませんので、 ご注意ください。

2015.8.31　　　9 月 12 日は MOS 試験日です。 まだ申込みをされていない方はお早めにお申込みください。

ACCESS

Fkumitu
Fukumitu  
ふくみつパソコンスクール

〒377-0201　　群馬県伊勢崎市今泉町　　　　　

　　　　　　　2-948-10 （市役所東側）

　　　　　　TEL：0270-40-5740
　　　　　　　( 受付：月～土曜日　AM8：00 ～ PM6:00)

※無料駐車場　スクール前 6 台 ・ 後ろ 2 台　
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●レスポンシブ
　デザイン

ページ内リンク文
字を携帯サイトで
は、リンクボタン
に変換。
リンクボタンをも
うけることで、ペー
ジ内閲覧しやすい
ように配慮。

スクールの特徴を最初にあげることで、他のスクー
ルとの違いを強調。
特徴をイメージしやすいように、関連するイメー
ジ画像を挿入。

受講コースを分かりやすくするために、
MOS コースはピンク（女性イメージ）、
CAD コースはブルー（男性イメージ）、
月謝コースはグリーン（家族をイメージ）
を使用し、区別。

各受講しやすいよう、各コースの特徴を明確にし
た。

スクールへコンタクトしやすいように、全てのペー
ジに、無料体験の説明と予約ボタンを設置。

・最初に 3コースを写真つきでイメージ→
・スクールの特徴を写真つきで紹介　　→
・各コースの特徴の説明文　　　　　　→
・無料体験レッスンの案内　　　　　　→
と順番に配置することで、講座の種類・スクールの
特徴を明確に理解してもらったうえで、無料体験を
受講してもらうよう、順番を配慮しました。　

●デザインの目的



WEB ふくみつパソコンスクール　MOS/CAD/ 検定申込 /無料体験申込コースページ

MOS コース CAD コース

検定申込フォーム 無料体験申込フォーム

検定の日時と金額・申込方法をトップに記載。

その下に申込フォームを設置。

MOS コースや CAD コースは、総合コースや単科コースその他コースが多いので、表形式で分かりやすいように整理。

気軽に問い合わせや無料体験を受講してもらうために、

電話申込だけではなく予約フォームも設置。



WEB ふくみつパソコンスクール　既存サイト

トップページ
MOS コース紹介

CAD コース紹介

カレンダー

OFFICE 検定申込

案内地図



恋愛コーチング　No.1
WEB 恋愛コーチング ホームページ制作

恋愛コーチング　トップページ画像

恋愛コーチングについての紹介説明レスポンシブデザイン対応

制作期間

使用ソフト

作品概要 デザイン ・ 制作

サイト URL

http://team-dreamassist.sakura.ne.jp/

制作期間　5 日
恋愛コーチングという個人セッション及びワークショップを行う

サイトのため、恋愛のイメージがしやすいよう、ピンク色をメイ

ンに、デザインしました。

大人の女性が対象のため、エレガントさにもこだわり、体験談等

も入れて、より注目をひくよう意識しました。

●デザインの目的



恋愛コーチング　No.2

シングルページで制作。

トップのイメージ画像に続き、

恋愛コーチングについての説明

を、セッション時の写真を添え

て説明。

全く知らない方にもイメージし

やすいように、恋愛コーチング

の具体的なセッション内容を簡

単に説明。

恋愛のイメージとして、背景に

ブーケの画像を使用。

コーチ・コースなどの具体的な

説明。画像をクリックすると詳

細ページ表示。

セッションの体験談、その後の

結果などを記載することで、よ

り効果を実感してもらう。

成功例をイメージしてもらうた

め、背景にはカップルの笑顔の

写真を使用。



恋愛コーチング　No.3

体験談の後、「さあ、次はあな

たの番です！」とキャッチコ

ピーをいれ、申込みを促す

ホームページ予約ボタンから

予約サイトへ。セッションや

イベントなどの予約が簡単に

出来ます。

公式ホームページでしっかりと企業や事業の情報を伝えて、SNS とうまく連動 

 させて集客につなげる。

・縦長のデザインのため、メニューバーを常に表示。

・シングルページのため、カップルイメージ画像　→　恋愛コーチングの説明　→　セッション内容

　→各種コース・コーチ紹介・コース料金等の説明　→　予約サイトへとトップから順にサイト内容が

　分かるように順番を配置。

・申込みがすぐ出来るよう、予約サイトボタンを設置し、予約サイトからイベントカレンダーで申込みが出

　来るようにした。　

●工夫した点



WEB ポートフォリオ　
WEB ポートフォリオ No.1　

WEB

制作期間

使用ソフト

作品概要 WEB ポートフォリオ

制作期間　2 日

自分専用ポートフォリオサイトなので、なるべく見やすいよう白

をベースに、シンプルにデザイン。

スライドや画像拡大などの JQUERY を使用し、動きのあるサイト

作りを心がけました。

●デザインの目的

ポートフォリオ　トップページ画像

ポートフォリオ専用ページレスポンシブデザイン対応

http://portfolio-ai.jpn.org/
サイト URL



WEB ポートフォリオ　No.2

※写真スライド

現在の自分のスキルを★印
で表示 .

制作したポートフォリオ作
品をスライドで表示。
クリックで画像拡大し、さ
らにスライド表示。
また、別ページのポートフォ
リオ専用サイトにもリンク。

制作した WEB ページへリン
ク。
画像による説明だけではな
く、実際のホームページも
確認出来る。



アメーバーブログ　カスタマイズ

●アメブロカスタマイズ例（コーチング個人ブログ）

※本人がシンプルなデザイン

を希望したので、写真のイメー

ジから、落ち着いた赤を使用。

●アメブロカスタマイズ例（茶道教室）

※トップ画像は茶道教室のイ

メージを出すために、淡いグ

リーン色を使用。

本人の背景に、柄の模様を配

置。

アメブロカスタマイズ No1
アメブロカスタマズ

制作時間：2時間

制作時間：2時間



●アメブロカスタマイズ例（エステ案内ブログ）

アメブロカスタマイズ No2

●アメブロカスタマイズ例（個人ブログ）

トップページ画像を制作。フェイシャルとボディケアエステなので、ピンク色を

メインに、高級感が出るよう、背景画像を配置。

本人が、赤と青を希望。

写真のイメージに合ったバラの画像と数字をイメージさせる背景画像を使用。

制作時間：2時間

制作時間：2時間



デザインコンセプト：

■ポスター（A3）

■表紙（A４）

デザインコンセプトとして、まずは「表紙を見て

いかに持って行ってもらうか‥」という観点から、

デザインとキャッチコピーを考えました。

●表紙・ポスターについて

表紙はイメージ画像です。

実際には藤岡市在住（又は出身）の青年達（出来

ればイケメン）に、イメージ画像のように藤岡市

内を歩いてもらいそれを表紙にすることで、「藤

岡散歩」が話題になることを狙っています。

出来れば、モデルになる男性のカットや服装は、

藤岡市内の美容室やお店に担当してもらい、その

代わりに表紙裏等にそのお店の名前を掲載しても

らえると、そのお店の宣伝にもなり相互メリット

になると思います。

●裏表紙

裏表紙には、クーポン掲載されたお店の写真を掲

載します。お店が多い場合は画像を小さくして載

せるか又は代表的なお店などを掲載するなどその

時に応じて変更が必要になります。

●キャッチコピー

「藤岡が面白いって？当たり前だろ？」と挑戦的

なキャッチコピーを目立たせることで、インパク

トと話題性を狙っています。

クーポン雑誌 「藤岡散歩」 表紙・ポスター
藤岡散歩 No.1　

表紙
ポスター



藤岡散歩　No.2

デザインコンセプト：

■ポスター（A3）

■表紙（A４）

女性のイラスト表紙にすることで、特に女性に手

に取ってもらえることを目的にデザインしまし

た。

●表紙・ポスター

　「藤」のイメージで全面的にデザインし、藤岡

のイメージを強調しました。女性をターゲットに、

上品なカラーに仕上げました。

●裏表紙

「藤岡散歩」という題名にちなみ、犬が散歩して

いるイメージを描きました。出来れば犬を連れて

藤岡に散歩がてら来て欲しい！というメッセージ

を織り込みました。カップル、家族連れなどもター

ゲットに、裏表紙は可愛い感じにデザインしまし

た。

●キャッチコピー

すぐに藤岡に足を運んでいただくために、「今週

末、藤岡に行こうかな‥」というキャッチコピー

にしています。



●たまむら中央歯科ホームページ　ロゴ

●ふくみつパソコンスクールホームページ　ロゴ

●恋愛コーチングホームページ　ロゴ　　恋愛系なので、

ロゴデザインロ ゴ

Fkumitu

Fukumitu 
PC Sch00l

ロゴ



●ダイレクトメール（パソコンスクール）

ＤＭ / ポストカード

9月生募集！

無料体験
実施中！

入会キャンペーン実施中！

初月
半額

●9月中に入会した場合、初月の月謝半額！
●オリジナルマウスパッドプレゼント中！

〒372-0031　伊勢崎市今泉町2-948-10（市役所東側）

伊勢崎駅

新
伊
勢
崎
駅

両毛線

伊勢崎市役所

�����i��
パソコンスクール

68

合同庁舎者南

ベイシア伊勢崎店

http://www.fukumitu.com
E-Mail:info@fukumitu.comF����I�U

ふくみつパソコンスクールTＥＬ：0270-40-5740

パソコンのスキルアップを目指す！

事務のスペシャリストになる！

スキルアップをし転職する！

　　　　

建築・土木の設計がしたい！

Ａｕｔｏｃａｄ/Ｊｗｄａｄをマスタ
ー
する！

建築・土木業界でさらにスキル
アップを目指す！
　　　　

パソコンの基礎からしっかりと
学びたい！

パソコン初心者から趣味の
レベルまで学びたい！

　

ＭＯＳコース

ＣＡＤコース

月謝コース

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　まずはお気軽に無料体験を！
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　まずはお気軽に無料体験を！

TＥＬ : 0270-40-5740TＥＬ : 0270-40-5740 受付 ：月曜～土曜　ＡＭ9：00～ＰＭ8：00受付 ：月曜～土曜　ＡＭ9：00～ＰＭ8：00

入会キャンペーン実施中！9月３０日（水）まで！

9月生募集中！
初月
半額

9月中に入会の方

オリジナルマウスパッド進呈！

合格保証コースあり！

シニアフリーパスあり！

（60歳以上の方対象）

●ポストカード（ハロウィーン）

DM/ ポストカード



●ごえんきキャラクター（ゆるキャラ）

●手書きＰＯＰ（本）

ゆるキャラ ・ 手書きＰＯＰゆるキャラ ・ 手書きＰＯＰ

南

無
阿弥陀

仏
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