
エクセル講座エクセル講座

上級

JR 高槻駅前教室
JR東海道本線 「高槻駅」 徒歩 1 分

高槻市紺屋町 3-1 グリーンプラザ 3 号館 3F

電話番号 072-683-9400 

阪急富田駅前教室
阪急京都線 「富田駅」 北出口 徒歩 1 分

高槻市富田町 1-13-1 ウエストビル 3F

電話番号　072-692-7765 

西田辺教室教室
地下鉄御堂筋線 「西田辺駅」 徒歩 3 分

大阪市阿倍野区阪南町 5-21-5 2 階

電話番号 06-6628-0600 

野田阪神教室
地下鉄千日前線 「野田阪神駅」 徒歩 1 分

大阪市福島区大開 1-1-1 桂文ビル 3 階

電話番号　06-4804-1710

北野田教室
南海高野線 「北野田駅」 徒歩 1 分

堺市東区丈六 171-25 ユニイマニシビル 2 階

電話番号　072-235-3511

堺市駅前教室
JR阪和線 「堺市駅前」 徒歩 1 分

堺市北区北長尾町 1-7-11 長谷川ビル 2 階

電話番号　072-250-6665 

和泉中央駅前教室
泉北高速鉄道線 「和泉中央駅」 徒歩 1 分

和泉市いぶき野 4-5 エコール ・ いずみ北館 1 階

電話番号　0725-55-7676 

垂水駅前教室
山陽電鉄 「垂水駅」 徒歩 3 分

兵庫県神戸市垂水区日向 1-4-1

レバンテ垂水 1 番館 2 階

電話番号　078-707-2004 

教室一覧

●見学＆無料体験チケット●
1 回限り有効。 お電話でご予約の上ご利用ください。

パソコン市民IT講座・みんなのパソコン教室 期間限定チケット

電話番号　072-252-0220
　　（受付 / 土 ・日 ・祝除く 11 ： 00 ～ 19 ： 00）

ホームページ　pcitps.com

・ お問合せ ・



エクセル初級講座 カリキュラム内容
エクセルの活用シーンエクセルの活用シーン

受講者の声受講者の声

ここからさらに
目指せるスキル

N・M 様　（50 代　女性）
夫の仕事を手伝うために習い始めました。最
初はそこまで高度なことは必要ないと思った
のですが、色々な関数を学ぶことで請求書や
納品書の作成がすごく楽になりました。オス
スメしてもらってよかったです。

N・A様　（40 代　男性）
会社の業務の中で様々な角度での分析が必要
になってきたのでピボットテーブルを学びま
した。最初は使い方がいまいちピンとこなかっ
たのですが動画講座や練習問題などを解くう
ちにだんだんと分かるようになりました。ス
タッフさんにも何度も説明してもったおかげ
で理解度が上がりました。

N・O様　（20 代　女性）
大学のレポートでデータ分析エクセルが必要に
なり習いに来ました。ほぼ初めて触ったのです
が動画が分かりやすくてすぐに覚えられました。
実際に大学で使うデータも自習時間で作成させ
てもらえて、困った時にとても頼りになります。

・時間の計算
・ＶＬＯＯＫＵＰ関数
・ＣＯＵＮＴ関数
・家計簿、請求書の作成
・ピボットテーブルの活用
・マクロの利用
・フィールド、フラッシュフィル
・シートやブックの保護

MOS(Microfoft Office Specialist) エクセルや、
パソコンの幅広い知識を学べるＰ検の資格取
得を目指せます。就職・転職に有利です。

● エクセル資格講座

簡単な文書作成や、画像・表などを使った
基本的なワードデータ作成が学べます。

● ワード初級講座

具体的な事例で学べるエクセル活用
講座で、より理解が深まります。

● エクセル実践講座

お仕事では必須のプレゼンテーションソフ
トの基本がわかります。趣味にも活用◎

● パワーポイント講座

請求書の作
成

得意先コード
や商品コード

などからデー
タを呼出す

便利に使える
請求書を作

成

お見積書の作成品番と個数を入れるだけで完成する
お見積書が作れます。 関数の利用で
日付や消費税なども自動挿入。

データを様々な角度から分析ピボットテーブルやピボットグラフ、スライサーなどの活用で欲しい情報を自由に取り出し活用できます。

カロリー計算表の活用
数字を入れれば自動計算してくれる
カロリー計算表も数式を使って簡単作成！

書式のコピーなどを活用して見た目もきれい
に。

ダイエット表
で健康管理

身長 ・体重
を入れるだ

けでＢＭＩ指
数

を自動計算
してくれるダ

イエット表で
す。

日々の健康
管理やダイ

エット中の

モチベーシ
ョンアップに

も活用でき
ますよ。

＜ビジネスシーンでの活用＞
-ミーティング・プレゼン -
　ピボットテーブルや様々な関数
　の活用でより詳細なデータ分析
　ができ、ミーティングやプレゼ
　ンの場でもとても重要です。
-日々の業務 -
　ルーティン業務をマクロに覚え
　させればボタン一つで業務完了！
-データベース活用 -
　VLOOKUP 関数を使えば商品番号や
　顧客ＩＤを入力するだけでデータ
　を呼び出すことができます。

＜趣味での活用＞
フリマアプリやオークションサイ
ト、手作り作品の販売などで必要
になる納品書や請求書、領収証な
どは関数を使って簡単に作成でき
ます！

エクセルってこんなことができる !

2017/3/
14

御中
高砂株式

会社

下記の通りご請求申し上げます。

〒120-004
4

ご確認の上、ご入金をお願いいたします。
東京都足立区千住緑町１－Ｘ－Ｘ

TEL　03-0000
-000X

FAX　03-0000
-000X

得意先　ID
102

ご請求金額

納品日
品番

商品名
単価

数量
金額

8月10日
1 オリジナルブレンド

300
100

30,000

8月12日
2 スペシャルブレンド

320
250

80,000

8月15日
5 ブラジル

350
50

17,500

8月16日
8 ブルーマウンテン

400
70

28,000

155,500

4,665

12,067

162,902

請求書

有限会社
高橋商店

\162,90
2

小計が100,000
円を超えると3％の割引になります。

小計
割引額

消費税額

合計

平成29年3月14日

御中

株式会社　山田
〒113-0034

東京都文京区湯島3-3以下の通りお見積り申し上げます。

商品単価表

品番 商品名 単価 数量 金額 備考
品番 商品名 単価

200 手帳A6-1
2,500 10 25,000

200 手帳A6-1 2,500

203 手帳A4-101
4,500 20 90,000

201 手帳A6-2 2,800

204 手帳A4-102
5,800 25 145,000

202 手帳A6-3 3,200
203 手帳A4-101 4,500
204 手帳A4-102 5,800

\260,000
\20,800

\280,800

御見積書

株式会社　富田

小計
消費税
合計

個人記録票 2017/3/14

BMI 判定
18.5未満 低体重（やせ）
25未満 普通体重
30未満 肥満（1度）
35未満 肥満（2度）

生年月日 1951/12/9 40未満 肥満（3度）
年齢 65 40以上 肥満（4度）

身長(cm) 体重(kg) 標準体重(kg) BMI 判定
155 65 52.855 27.05515088 肥満（1度）

氏名 山田　花子

肥満度の判定基準
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カロリー計算表
単位：kcal

食べ物 カロリー 食べ物 カロリー 食べ物 カロリー 食べ物 カロリー 食べ物 カロリー 食べ物 カロリー 食べ物 カロリー
ふどうパン 161 バターロール 190 鮭にぎり 155 ご飯 252 ご飯 252 ホットドッグ 250 おかゆ 156
バター 80 バター 80 味噌汁（豆腐） 40 納豆 85 かきたまスープ 70 牛乳 120 きんぴらごぼう 70
トマトサラダ 160 野菜ジュース 34 味噌汁（しじみ） 25 鮭 100 味噌汁（豆腐） 40
コーヒー 40 いちご 5

朝食合計カロリー
エビピラフ 690 しょうが焼き定食 860 マカロニグラタン 650 幕の内弁当 1,150 しょうゆラーメン 440 オムライス 860 山菜そば 320
紅茶 40 コーヒー 40 梅にぎり 148

昼食合計カロリー
ご飯 252 ご飯 252 ご飯 252 カレーライス 650 マカロニグラタン 650 刺身定食 550 ご飯 252
ぶりの照り焼き 290 回鍋肉 385 和風ハンバーグ 594 ツナたまごサラダ 380 餃子 460 いわしの塩焼き 170
小松菜のおひたし 16 ワンタン 280 オニオングラタンスープ 236 コンソメスープ 30 ポテトサラダ 220 だし巻きたまご 77
味噌汁（なめこ） 25 ビール 2 大根の煮物 50
あんみつ 250 豚汁 170

夕食合計カロリー
総合計カロリー

水 木 金 土

昼

370 271

朝

日

441

月 火

719

夕

833

304 195 362 422

860 690 1,150 440730 860 468

917 1,082 650 1,060 1,232
1,4582,004 2,081 1,967 2,162 1,922 2,462

顧客名通称
(すべて)

担当部署
(すべて)

合計 / 金額 列ラベル

行ラベル 4月 5月 6月

吟選ドラフトビール

黒ドラフトビール

吟選ドラフトビールロング缶

黒ドラフトビールロング缶

新鮮発泡酒
ホップの恵み

新鮮発泡酒ロング缶

ホップの恵みロング缶

季節のチューハイアソート

ホームカクテルアソート

ウィスキーソーダ

梅酒ソーダ

総計


