
 

 
 

 

報道関係者各位                                        2018 年 3 月 22 日（木） 

 

創造文化産業の集積地、山口市中園町に 

“デジタルハリウッド STUDIO 山口” 
2018 年 5 月オープン 
1 期生は 7 月 1 日開講 

 

地域による地域のための IT 人材育成を目指す 
 

 

IT 関連及びデジタルコンテンツの人材育成スクール、デジタルハリウッド（運営会社：デジタルハリウッ

ド株式会社  本社 /本校：東京都千代田区  学長：杉山知之）が運営をする、Web とネット動画のラーニ

ングスタジオ『デジタルハリウッド STUDIO』は、このたび、ディレクション、クリエイティブ、 IT の 3 つを柱と

する山口県の広告代理店である、株式会社コアと提携をし、「デジタルハリウッド STUDIO 山口」（以下、

STUDIO 山口）を、2018 年 5 月に、山口情報芸術センター（YCAM）や市立図書館、NHK など山口の情

報メディア発信拠点である中園町に位置する山口ケーブルビジョン別館の c-court１階に開設いたします。

第一期開講は 7 月となります。 

 

 

 

STUDIO 山口では、デジタル化による社会の構造変化が進む現代において、地方の地元企業が直面

している深刻な IT 人材不足の解決を目指し、山口の未来を見据え、Web コンテンツ制作を手がける地

元広告代理店である株式会社コアが母体となり、デジタルハリウッドが 23 年間積み上げてきた IT 人材

育成のノウハウとメソッドを活用し、地域密着型の IT 人材育成プラットフォームを創り出します。 

県下トップクラスのＩＴ実績を持つ株式会社コアの事務所に STUDIO 山口に併設される為、学んだこと

を実践に活かすプログラム等を実施していく予定です。創造文化産業の集積地として、地元企業と連携

をし、情報の発信基地としての機能も担っていきます。 

 



 

 
 

 

■クリエイティブに活躍する、人材育成の支援  

若者の地元定着や女性が活躍する社会を実現するため、様々なライフスタイルに合わせた自分らしく

働くために必要なスキルを、STUDIO 山口では提案していきます。 

IT 技術を必要とする職場でスキルアップを目指したい方、仕事の幅を広げるために Web デザインスキ

ルの習得を目指すクリエイター、子育てをしながら経験と才能を活かして Web デザイナーとして働きたい

方、あるいは定年後のセカンドキャリアを模索する方など、この地域で生活する人々の幅広いニーズを想

定し、それぞれの新しい働き方を支援するために、STUDIO 山口を運営してまいります。 

 

■プロフェッショナルからいつでも学べる 

STUDIO 山口は、株式会社コアをはじめ Web 制作を手掛ける会社が入居するビルに開設されるため、

現役の Web デザイナーがマンツーマンで実践指導にあたります。OJT や実践型プログラムが実施できる

のも、STUDIO 山口ならではです。 

 

■一面ガラス張りでクリエイティブな空間で、環境を思い切り楽しむ 

まち中に贅沢に広がる広大な中央公園があり、それを一望できるガラス張りの空間の中、山々に囲ま

れた山口らしい豊かな自然の中で学べます。土日は山口情報芸術センター（YCAM）や図書館でのイベ

ントも目白押し。デジタルスキルを学ぶには絶好な環境がここにあります。 

 

＜デジタルハリウッド STUDIO 山口  完成イメージ＞ 

 

■デジタルハリウッド STUDIO 山口  概要  

・ 所在地：山口県山口市中園町 7-40 c-court 1F 

アクセス：「JR 湯田温泉駅」下車→徒歩約 20 分／タクシー約 5 分  

・ 開設：2018 年 5 月  

・ 第一期開講；2018 年 7 月  

・ 電話番号：083-932-1300   ※STUDIO 山口準備室（株式会社コア内）に繋がります 

・ 開館時間：火～金曜日  12:00-22:00、土・日曜日  10:00-20:00 

       *月曜日は休講  

・ URL：http://school.dhw.co.jp/school/yamaguchi/ 

・ 開講コース： 

Web デザイナー専攻（6 ヶ月、45 万円） および各種プラン 

    1 期生は 7 月開講   ※4 月より募集受付開始  

   Web デザイナー専攻  主婦・ママ専用クラス（7 ヶ月、48 万円、専用のサポートあり） 

    1 期生は今秋開講予定  

 

■デジタルハリウッド STUDIO 山口  3 つのこだわり 

http://school.dhw.co.jp/school/yamaguchi/


 

 
 

 

①確実に身につくカリキュラム 

現役 Web デザイナーがいつでもマンツーマンで作品指導  

プロによるクラス制ライブ授業で実務力が身につけられます 

デザイン基礎から、Web 構築・HTML5、WordPress、ディレクションまで対応  

 

②通いやすい受講スタイル 

 ・自分らしく学べる、クリエイティブな学習環境  

 ・平日 22 時、土日 20 時まで、いつでも好きな時に通学可能  
・自分のペースで進められる「反転学習」を導入していますので効果的に学習できます。 

※反転学習とは 

「教室で受講→家で復習」という従来の授業とは逆に「家で動画による講義→教室では学んだことをもと

に議論や発展的な課題に取り組む」という順序で進められる学習方法。非常に効果的な学習方法として

注目されており、デジタルハリウッドでも採用しています。 

 

③卒業後も続く就転職サポート  

・制作プロダクション、地元企業と連携した特別プログラムをご提案します。 

・STUIDOクリエイターズオーディション 

過去50回以上の開催実績を誇る業界注目イベント。業界の採用担当者50社100名を招いた採用オー

ディション。学内審査を勝ち抜いた在校生が出場し、採用担当者に直接アピールできる場です。出場者

の採用率は8割を越えています。 

・キャリアセンター 

進路や就職に関する個別相談、ポートフォリオの制作指導、就職ゼミなどを通し、受講生の就職・転職

を全面的にバックアップします。アルバイトの紹介やインターシップの紹介など就職、求人に関する質問

なども受け付けています。 

・WorketCareer／ワーケットキャリア 

デジタルハリウッド生のための就転職情報サイトが利用可能。特徴はクリエイティブ関連の求人情報、

約 13,000 件を検索可能で、実務経験がなくても OK な案件も集まっていますので未経験からの転職の

強い味方となっています。 

 

■説明会も随時開催！  

カリキュラムや、Web 業界、就職、起業などの相談をはじめ、現在の仕事や経験状況に応じて STUDIO 

への通い方、学習方法などに関するアドバイスが受けられる無料体験講座・相談、座談会なども随時開

催します。まずはお気軽にご参加ください。  

・予約ページ：http://school.dhw.co. jp/school/yamaguchi/ 

・電話番号：083-932-1300  ※STUDIO 山口準備室（株式会社コア内）に繋がります 

・会  場：山口県山口市中園町 7-40 c-court 1F 株式会社コア （STUDIO 山口準備室  ）  

 

 

【『デジタルハリウッド STUDIO』とは】 

http://school.dhw.co.jp/p/studio_partner/introduction/index.shtml  

 

『デジタルハリウッドSTUDIO』とは、"今までにないラーニングスタジオ"をコンセプトに、「好きなことを、好

きな時間で、好きな場所で、自分らしく学ぶ」為の専用学習システム（デジタルハリウッドSTUDIO専用

LMS：Any）を軸に、受講生が自身の理解度を詳しく確認できる独自の評価システム、また受講目的に応

じた問題解決ができる対面式サポートや、様々な繋がりが持てる環境を揃えています。 

http://school.dhw.co.jp/school/yamaguchi/


 

 
 

 

また、出店地域に特化した形でデジタルハリウッドSTUDIOを開設いただけるよう、デジタルハリウッド設

立より23年の間に生まれた多くの実績を基に築きあげた教育ノウハウとメソッドをパッケージングし、全国

各地の業務提携企業にライセンス方式で提供しております。 

＊デジタルハリウッド STUDIO では、若者をはじめ専業主婦や就転職を目指す方、将来的に独立やフリ

ーランスを考えている方など、さまざまな方が世代を超えて学ばれています。 

 

デジタルハリウッド拠点一覧はこちら： http://school.dhw.co. jp/school/index.html 

 

 

●株式会社コアについて 

株式会社コアは、1984 年に大村印刷（株）の企画部門から独立し、広告代理店を創業。 

以来、地域の商店や企業、地方自治体等の幅広いお客さまの課題解決をテーマに経験と実績を積み

上げ、広告代理店業務やネット広告プロモーション、イベント企画運営業務を行うディレクション部門、企

画・デザインやホームページ制作を手がけるクリエイティブ部門、また Web システム開発や Web アプリケ

ーション開発を行う IT 部門の３つの事業形態を軸に持ち、県下でもトップクラスの IT 業務の実績と技術

を持つ企業として体制を充実させています。 

 

 

●デジタルハリウッド株式会社について (URL: http://www.dhw.co.jp/ ) 

1994 年、日本初の実践的産学協同のクリエイター養成スクールを設立。現在、東京・大阪の専門スクー

ルと、全国の各都市に Web と映像が学べるラーニングスタジオ「デジタルハリウッド STUDIO」、そして e ラ

ーニングによる通信講座「デジハリ・オンラインスクール」を展開。2004 年には日本初、株式会社によるビ

ジネス× ICT×クリエイティブの高度人材育成機関「デジタルハリウッド大学院（専門職）」、翌 2005 年 4

月に「デジタルハリウッド大学」を開学。 

設立以来、デジタルハリウッド全体で 9 万人以上の卒業生を輩出している。 

さらには、2015 年 4 月、スタートアップ志望者を対象としたエンジニア養成学校『ジーズアカデミーTOKYO』

を開校、同年 11 月には日本初のドローンビジネスを皮切りに、ロボットサービス産業の推進を目的とした

『デジタルハリウッドロボティクスアカデミー』を開校した。 

 

 

【STUDIO 山口に関するお問い合わせ】 

デジタルハリウッド STUDIO 山口  事務局：仲島  

Mail :nakajima@coresite.ne.jp 

Tel：083-932-1300（開設準備中の連絡先  株式会社コア内） 

 

 

【当プレスリリースに関するお問い合わせ】 

デジタルハリウッド株式会社  広報室：川村  

mail :press@dhw.co.jp 

TEL：03-5289-9241 

----------------------------------------------------------------- 

デジタルハリウッド公式サイト ：http://www.dhw.co. jp/ 

学長ブログ「スギヤマスタイル」： http://www.facebook.com/SugiyamaStyle 

過去のプレスリリース：http://www.dhw.co. jp/pr/release/ 

-----------------------------------------------------------------  

http://www.dhw.co.jp/
http://www.facebook.com/SugiyamaStyle
http://www.dhw.co.jp/pr/release/
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