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原理・挙動の完全な理解、最善の一手。原理・挙動の完全な理解、最善の一手。原理・挙動の完全な理解、最善の一手。



実務の『パワポ』業務では、原理・挙動理解が不可欠。

実際の実務現場では、過去に作られたパワポをツギハギコピペした上で、調整して扱う作業が大半を占めます。
その際、パワポの「プレースホルダー」や「スライドマスター」や「テーマカラー」など、パワポ自体の構造と操作方法を
正確に理解していなければ、正しく資料作成をすることができません。
またパワポは、全てが「オブジェクトの扱い」であるため、オブジェクトを高速に扱う適切な操作訓練を積んでいない人は
資料作成に非常に時間がかかってしまいます。

よく観察してみると、パワポの業務を行っている際に、多くの人は、「プレゼン資料作成」ではなく、
「プレゼン資料の微調整・微修正」に多大な時間を費やしています。現代の膨大なプレゼン資料をキチッと時間内に作成するためには、
「無駄な微調整・微修正」をなくすために、PowerPoint 自体の仕組みと正しい使い方を完全に理解することが先決なのです。
最近の一般のパワポ講座が「プレゼンの魅せ方」を解説するのに対し、この『光速の PowerPoint』は、パワポ自体の仕組みにフォー
カスした内容となっており、素早く確実にプレゼン資料を作成するオブジェクトのショートカット等のノウハウを学ぶとともに、
パワポツギハギ時のトラブルや、その解決手法を徹底して学ぶ『PowerPoint』の原理・挙動解説講座です。

魅せ方講座ではなく、パワポの挙動自体を学習していく、ど真ん中の「PowerPoint」講座。
PowerPoint｠の原理・挙動の理解に重点を置いた理論的講義と、ショートカットや操作手筋などの「実務の職人芸」が散り
ばめられた講義の「融合」です。
『講座内反復』で、一度習った手筋の反復トレーニングを繰り返しながら重層的に進行するため、
「講座が終わった時には数段レベルアップした自分」「理解したノウハウを使いこなせる自分」を実感できるようにしています。
「深く、本質を理解する」ことが好きな方にはとても楽しめる原理解説講義です。

実務 5年分のPowerPointトラブルを１日 で解決する原理解説講座実務 5年分のPowerPointトラブルを１日 で解決する原理解説講座実務 5年分のPowerPointトラブルを１日 で解決する原理解説講座
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光速の PowerPoint 講座資料　「オブジェクトの扱い」「テーマ概念」「スライドマスタとコピペ」



ラボ講義日程ラボ講義日程ラボ講義日程

ご予約お早めにご予約お早めにご予約お早めに

直近の講義日程は
コチラ！

『光速の PowerPoint』カリキュラム

概要
この講座では、パワーポイントの原理と挙動に着目し「正しいプレゼン資料」を「素早く正確に」作れるように
するために下記を学習する。

1. PowerPoint の「オブジェクト操作」と「ショートカット」に習熟する。
2. 「スライドマスタ・レイアウト機能」「プレースホルダ」の扱いを学ぶ。
3. 「Office クロスオーバー」を習得する。
　（Office間のコピペや、パワポ間コピペのトラブル原理理解と解決）
4. 動くスライドショーを作るための 「アニメーション」と「画面切り替え」の設定を学ぶ。

光速の PowerPoint 講座（８h） 

PowerPoint の原理・挙動自体を完全に理解することで、パワポ実務のトラブルを解決する唯一無二の講座です。
実務現場でのパワポプロフェッショナルを目指す人のための、本格パワポ講座です。
PowerPoint の原理・挙動自体を完全に理解することで、パワポ実務のトラブルを解決する唯一無二の講座です。
実務現場でのパワポプロフェッショナルを目指す人のための、本格パワポ講座です。
PowerPoint の原理・挙動自体を完全に理解することで、パワポ実務のトラブルを解決する唯一無二の講座です。
実務現場でのパワポプロフェッショナルを目指す人のための、本格パワポ講座です。

光速のPowerPoint
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＜ショートカット編＞
パワポのショートカット
Windows ショートカット

＜パワポ原理・光速作成編＞
オブジェクト特講
クイックアクセスツールバーの変革
配置・整列の徹底練習
スライド操作とセクション
プレースホルダとテキストボックス
スライドマスタと裏の世界

＜パワポトラブルシューター編＞
ヘッダ・フッタと触れない世界
箇条書きトラブルシュート

＜Office クロスオーバー編＞
テーマ配色とテーマフォント
パワポ間コピペとスライドマスタ
デザインタブとは何か
Excel グラフのパワポコピペと情報漏洩

＜画像・アニメーションマスター編＞
トリミングの罠
ロゴの扱い
アニメーション特講
画面切り替え

質問 Q.「PowerPoint はほぼ触ったことがないのですが、
　　講座についていけますか？」

私の講座は「初めて触った人」のレベルから、「１日で正確な原理理解と操作感向上」をして、
レベルアップするコンセプトになっていますので、心配せずにご参加ください。
必ず講義で習ったことが将来の実務現場で皆様を助けてくれる瞬間を多々実感できます。
PowerPoint は、オブジェクト操作に習熟できるので、普段「Word」や「Excel」しか使わない方も、
資料作成時の図形の正しい扱い方・処理や、画像の簡単な編集方法などはすぐに役立つので、
波及効果は大きいです。またパワポ間のコピペやExcelからパワポにグラフを貼り付けた際のズレに悩むようなかたも、
仕組みがすっきりわかるので、ぜひ期待してご参加いただいて大丈夫です。

A.

！？



－ 『光速の PowerPoint』。どのような意図を持ってこのタイトルを付けられたのですか？

私が思うに、会社の業務において、パワポのプレゼン資料は「ツギハギで作ることが多い」と思います。
つまり、会社でプレゼン資料を作る際は、それぞれの企業や部署に蓄積されている過去のパワポファイルを
引っ張り出してきて、コピペして集約し、各スライドの資料を最新のデータに書き換えたり、今年の考察を加えたりするわけです。
このように、ゼロから新規にパワポ資料を作るというより、過去の遺産を統合してツギハギで作るのが「パワポ実務の実際の姿」です。

その場合「パワポ間のコピペ」が無数に生じますが、トラブルだらけになります。
パワポ間のコピペで「なぜか文字が大きくなる」とか「なぜか色が変わる」とか
「なぜかレイアウトがバラバラになる」ために、１つ１つのスライドを丁寧に直すのに何時間もかかってしまうのです。
こういった事態は、パワポ自体の原理や挙動が見えていないことから生じています。

「プレースホルダとテキストボックスはどう違うのか」、「パワポのコピペの際に移転する情報は何と何か」、
「スライドマスタとレイアウト切り替えとは何か」「そもそも色とは何か」
そういった解説を受け、厳密な理解を一度はっきり得ることで、パワポ作業の「挙動から来るストレス」から解放されます。

世間一般のパワポ講座では、「かっこいいレイアウト」や「かっこいいアニメーション」を扱うかもしれません。
けれども、実務現場では「パワポの仕組み・挙動」がわかっていなければ、
コピペ時のパワポの崩れからくる調整業務に毎回何時間も取られてしまい、前に進むことはできません。
ほとんどの人は、新しいプレゼン資料を作ることには時間を割けず、
パワポの不可解な挙動と格闘することに資料作成のほとんどの時間を浪費してしまっているのが現状です。

この講座は、とかく「プレゼン」や「レイアウト」講座に傾きがちなパワポ講座を敢えて揺り戻し、
「パワポ自体の原理・挙動」に迫る「パワポそのものを学習する講座」です。

「正確なパワポの挙動理解」があってこそ、光速の実務が可能になります。

PowerPoint 初めてという方も、PowerPoint 使っているけどよく仕組みがわからないという方も、
講座でとてもたくさんの発見をしていただけると思います。
過去に、多くの皆様が受講され、パワポ実務でのトラブルを一気に解決できるようになっている講座ですので
実務でパワポを使う方、使いそうな方は、ぜひ楽しみにしていただき、安心してご参加ください。

出発の思い：「パワポのコピペは、複雑である。」

講師略歴

・Excel ラボ代表　　・東京大学 経済学部 卒　
・法人研修として、監査法人・大手商社・保険会社・会計コンサルティングファームなど日々実施中。
  現場のパフォーマンス向上にダイレクトに繋がる研修で大人気。

『パワポ実務』という言葉を聞いて、思い描くイメージは人によって違い、
2通りあると思います。実務であまりパワポを使われない方は、『パワポ実務』
と聞いて「派手に動くアニメーション」や「見やすいレイアウト」などが重
要なのではと思うかもしれません。それに対し、実務で普段パワポを多用さ
れている方は、『パワポ実務』と聞いたとき「オブジェクトの扱いの面倒さ」、
「フォントの調整作業」、「コピペ時のレイアウトの崩れ」など様々な挙動の
不可解さに苦しまされて時間を浪費してきた無数の経験を思い出すはずで
す。それは実務現場の真実であり、パワポ実務の一番のネックは、レイアウ
トやアニメーションではなく、「パワポ自体の・仕組みや挙動に対する理解
不足」にあります。
この『光速のPowerPoint』では、パワポの原理・挙動を完全に理解するこ
とで、トラブル時に一発正解をもたらせる強固なパワポ実務力を養成します。
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連載『Excel ラボ』
開発インタビュー6
『光速の PowerPoint』 



光速のPowerPoint

「光速の PowerPoint」 受講者の感想まとめ

「パワポに『表の世界』と『裏の世界』があることを初めて知りました。」 会計士

パワポは実務で時々使う程度でしたが、今までほんとに何も知らずに使っていたんだなと痛感しました。
オブジェクトのショートカットも全く知らずに崩れた図形をたくさん作っていましたし、なにより後半の「スライドマスタ」と「プレースホルダ」
というパワポの根幹となる仕組みが初めて理解できました。パワポは『表の世界』と『裏の世界』があるんですね。
これから年次が上がるにつれてパワポ業務も増えてくると思いますが、1日で一気に実務で様々なトラブルを解決できるレベルに上がりました。
本当にいつもありがとうございます！

10 点

「オブジェクトのショートカット、最高に便利で活用します！」大学生

1 つ 1つの挙動を設問にして、解説していく講義の進め方で、初めてパワポを学んだのですがエッセンスが完全に理解できたので凄いです！
ショートカットも、それぞれ練習しながら１つ１つ身についていって最終的には自然と使えるショートカットも増えて、大学のプレゼン資料
作成でも、「このショートカット知ってれば、もっとラクだったなぁ～」と思うことばっかりでした！
あと、先生の解説がスピード感もちょうど良く、面白くて丁寧で、感動しました！プレゼンの仕方も教えてほしいです！

10 点

「実務でパワポを長年使ってきたけど、全ての説明が心当たりのあるトラブルで笑いました」
 （マーケティング部）

実際、実務でパワポを長年使っていますから、知識の抜けを確認する意味で参加したつもりでしたが、「抜け」というよりは「根本的な体系や
階層構造」などがそもそもわかっていなかったんだなと気づきました。前半のオブジェクトのショートカットも、知らないものが多く、効率
化に繋がりますし、後半のプレースホルダやレイアウト変更やパワポ間コピペは、想像より遥かに緻密なもので、とても明瞭にわかりやすく
解説いただけたので、完全に理解できました。
先生のおっしゃるように、実務現場では、既につくられたパワポをコピペすることが多く、その際のトラブルが多く、「そういうものだ」と思っ
ていましたが、「そういうものではなかった」と気づきました。説明されるトラブルがそれぞれ心当たりのあることで、笑ってしまいました。
もっと社会人の 1年目に受けてれば、最初からトラブルに悩まずにバシッとパワポを使えただろうなと思うともったいない気持ちになりまし
たが、今日学べてよかったです！他の講座も受けます！

解説が上手すぎて、書籍ではまったくわからなかったパワポの複雑な仕組みの意義や設定方法を、はじめて理解できました。
職場では、パワポで苦しんでいる人がたくさんいますが、誰にパワポを聞いても曖昧な返答しか返ってこずに困っていました。
先生の話を聞いて初めて、パワポ自体の仕組みがわかりました！書籍とかネットで調べるのと、プロの解説を聞くのがこんなに違うとは思い
ませんでした。弊社はパワポを使う人が多いので、全員に薦めておきます！私もこれから同僚にパワポのトラブルを聞かれたら、説明してあ
げれそうです！ありがとうございます！

10 点

「いつも体系的にご説明いただき、本当にわかりやすいです。」 （事務職）

PowerPoint に限らず、Excel でも、Word でも感じましたが、原理・挙動を緻密に解説してくださる講座は、先生の講座ぐらいしかないの
ではないでしょうか。一挙手一投足丁寧に解説くださるので、私でもついていけましたし、一日頑張ると一生モノの実力がつくので、ほんと
うに助かっています。会社の新入社員も全員受けるように言っておきます。オブジェクトのショートカットや、プレースホルダ、アニメーショ
ンまで、パワポで必要な知識は一度しっかり正しいやり方を教わるのが絶対に良いですね。独学でなんとなく使ってきたことが全て繋がり、
プロとして職場でしっかり使いこなせるようになりそうです。先生の講座は、Excel から、Word、PowerPoint まで全て受講しましたが、ど
の講座も本当に次の日から実力が上がって現場で活きるので、大変感謝しています。すごく声が聞きやすくお話が上手なので、講義も１日集
中力が全く途切れないで聴けるので、いつも驚いています！これからもよろしくお願いします！

10 点

「同僚・上司も全員受けるべき。」 （営業職）10 点
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Excel ラボ 公開講座・法人研修ラインナップExcel ラボ 公開講座・法人研修ラインナップExcel ラボ 公開講座・法人研修ラインナップ

各講座開催日の 約1ヶ月前に、
ExcelラボWEBサイトにて公開されます！ラボならやれるラボならやれるラボならやれるラボならやれる

Excel ラボ

Excel VBAラボ

Excel ラボ「基礎編」

Excel ラボ「応用編」

Excel ラボ「パーフェクト・オペレーション編」

Excel ラボ「関数実践編」

Excel ラボ「スピル・動的配列数式編」

Excel ラボ「ピボットテーブル編」

Excel ラボ「PowerQuery ラボ」

Word ラボ

PowerPoint ラボ

Word 原理解明講座

光速の PowerPoint

Excel VBAラボ 1（超入門編）

Excel VBAラボ 2（入門編）

タイピングラボ

タイピングラボ

ラボ講義日程ラボ講義日程ラボ講義日程

ご予約お早めにご予約お早めにご予約お早めに

直近の講義日程は
コチラ！



法人様は、「法人研修の実施」 をお気軽にご相談ください。

＜法人研修ご相談の流れ＞

新入社員全員研修・既存社員年次研修等、様々な研修としてご利用いただけます。
法人研修お問い合わせは、下記URL から可能です。

　Webサイト：　https://excel-labo.com/contact
　メールアドレス：　contact@excel-labo.com

・参加人数：数名～数百名まで対応可能ですのでご相談ください。
・各講座のカリキュラムは、当パンフレット記載のものをご参考ください。
・研修場所は、ご依頼いただいた企業様の会議室・セミナールームに講師がお伺いします。
・ご参加人数分のMS Office 搭載のノート PCは企業様でご用意いただきますが、
数が足りない場合は弊社のノート PCを貸出可能です。
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Excel ラボ 法人研修のご案内Excel ラボ 法人研修のご案内Excel ラボ 法人研修のご案内

「Excel ラボの法人研修」で部署全体の実務スキルを一気に上げることが可能です！

【Excel ラボ 飯富講師  研修実施実績】

Big4 監査法人、自動車メーカー T社グループ、自動車メーカーNグループ、また航空会社
Aグループ、大手商社 I グループ企業、他にも多数の企業様で豊富な研修及びコンサルティ
ング実績があります。

Excel ラボの法人研修をご受講された企業様のほとんどのアンケートで
「今までの様々な研修の中でも一番役に立った。一番使う Excel・Word・PowerPoint な
のにしっかり学ばず、自己流で利用してきたのが本当にもったいなかった。もっと早く受
ければ良かった。」など大変ご好評いただいておりますので、安心してご依頼ください。

【Excel ラボ研修 実施講座一覧】

・『Excel ラボ（基礎編・応用編・パーフェクトオペレーション編・関数実践編）』
・『Excel VBAラボ』・『Word 原理解明講座』・『光速の PowerPoint』
・『タイピングラボ』『Excel 動的配列数式ラボ』『Excel PowerQuery ラボ』

Excel ラボの法人研修は、全ての研修で飯富講師が責任をもって講義を致します。
年間 1,500 人～ 2,000 人が受講する超人気研修ですので安心してご依頼ください。

法人研修お問合せ



公開講座およびWEB動画は、
下記ページから予約・詳細確認ができます！

開催日程

会場

定員・参加費

当日のご持参物

付属サービス

予約・詳細

定員 25名様 ※好評のため満員可能性あり。ご予約お早めにお願いします。
３名以上の同時お申込で、大幅割引される『ラボダチ割』あります！
※参加費詳細は、Webサイトの各講義ページでご確認いただけます。

・再受講制度：お一人様 1 年以内２回まで無料再受講 できます！

10時～ 21時　 一日で一発習熟の構成です。

日程・会場は公式Webサイトでご確認ください。

新宿周辺 または 新橋周辺 での開催です。

・ノート PC 持参。

・PCを持っていなくても！ラボPCレンタル制度1,000 円 で借りれます！

（PCレンタルは、多くの皆様に毎回ご利用いただいています。お気軽にどうぞ。）

excel-labo.com/events（Excelラボ公式サイト）

講義日程の確認や詳細はWeb で見よう！講義日程の確認や詳細はWeb で見よう！講義日程の確認や詳細はWeb で見よう！ラボならやれるラボならやれるラボならやれるラボならやれる

ラボならやれるラボならやれるラボならやれるラボならやれる

LINE のお友達登録をいますぐして、大幅割引クーポンをもらった方がよいです！LINE のお友達登録をいますぐして、大幅割引クーポンをもらった方がよいです！

Excelラボ公式LINEを「ともだち追加」登録するだけで、定期的に
「Excelのショートカット情報」「講座日程」「講座参加時に使えるクーポン」がもらえる！

（すでに数千人の受講者が、みなさま LINE でお友達登録されてます！）

ラボ講義日程
予約・詳細
ラボ講義日程
予約・詳細
ラボ講義日程
予約・詳細

ご予約お早めにご予約お早めにご予約お早めに
直近の講義日程は
コチラ！

LINEでお友達登録で
割引クーポン!!



ラボならやれるラボならやれるラボならやれるラボならやれる


