
LPデザイナー養成講座

ガイダンス ＃1 本講座のコンセプトと学び方

マインドセット #1 LPデザイナーになるための７つのマインドセット

#2 Web制作業界の仕組みとLPデザイナーの生存戦略について

作業環境構築

PC設定編

#1 Finderの表示設定

#2 Google chome / safariのカスタマイズ

#3 Google日本語入力

#4 修飾キー／Fnキーの変更

 Macアプリ導入編

#1 Dropboxを活用したファイル管理方法

#2 KeybordMaestroの導入方法とメリット

#3 BetterTouchToolの導入方法とメリット

#4  Freemanの導入方法とメリット

#5  Clipyの導入方法とメリット

#6  Mac4Zipの導入方法とメリット

#7  VLCの導入方法とメリット

#8  MicrosoftOfficeの必要性について

#9 Mindnodeを使うメリット

#10 ステアーマウスの導入方法とメリット

#11 miの導入方法とメリット 

ITスキル編

#1 Webページが表示される仕組みについて

#2 LPデザイナー向けWeb技術で知っておきたい基礎用語

#3 LPをネット上で公開する方法

LPコーディング

導入編

#1 本講座でLPコーディングを学ぶ上での注意点

#2 LPを構成するファイルについて

#3 LPを制作に必要なツールについて

LP制作に特化したHTML編

#1 HTMLとは？

#2 HTMLの基本構造について

#3 <head>タグ内の構造について

#4 <body>タグ内の構造について

#5 これだけは覚えるべき最重要HTMLタグ part.1

#6 これだけは覚えるべき最重要HTMLタグ part.2

LP制作に特化したCSS編

#1 CSSとは？

#2 CSSの基本書式について

#3 CSSの適用方法と詳細度について

#4 ベンダープレフィックスについて

#5 リセットCSSについて

#６ CSSの学習方法について

#7 文字(テキスト)関連のプロパティ

#8 擬似クラスと疑似要素のプロパティ

#9 レイアウトの基本：ボックスモデルについて

#10 幅と高さを指定するプロパティ

#11 境界線を書くプロパティ

#12 余白と間隔を指定するプロパティ

#13 背景に関するプロパティ

#14 要素の性質を切り替えるプロパティ

#15 要素をレイアウトする方法について

#16 要素をレイアウトするプロパティ(float)

#17 要素をレイアウトするプロパティ(flexbox)

#18 要素を自由配置するプロパティ

LPコーディングトレーニング編

#1 Dreamweaverの基本設定をしよう

#２ リセットcssを設定してみよう

#３ 練習するためにまずHTML5の型を作ろう

#4 簡単に１カラムのページを作ってみる

#５ テキスト関連のプロパティ&擬似クラスを使ってみよう

#６ 幅と高さを設定してエリアを作ってみよう

#７ 境界線を設定してみよう

#８ margin,padddingを使ってみよう

#９ 初学者がつまづくショートハンドを確認しよう

#10 背景画像を設定してみよう

#11 背景を設定する様々なプロパティを試してみよう

#12 displayで要素の表示・非表示を切り替えてみよう

#13 floatでレイアウトを試してみよう

#14 flexboxでレイアウトをしてみよう

#15 positionで自由配置をしてみよう

#16 今回作成したトレーニングページ（データダウンロード）

LPテンプレート作成編

#1 本講座で使用するテンプレートについて

#2 レスポンシブWebデザインについて

#3 片岡流LPデザインメソッド

#4 どのようなテンプレートを作るのか確認しよう

#5 head内のHTMLを書き込もう

#6 boby部分の構造を作ろう

#7 記事部分(カラム)を作ってみよう

#8 ファーストビューを設定しよう

#9 上部固定ヘッダーを設置してみよう

#10 見出しタグを設定しよう

#11 画像を挿入しよう

#12 チェックリストを作ってみよう

#13  テーブルのデザインをしてみよう

#14 フォームの作成をしてみよう

#15 よくある質問部分を作ってみよう

#16 ヘルパークラスを読み込もう

#17 文章に画像を回り込ませよう

#18 floatでCTAエリアを作ってみよう

#19 footer部分のデザインをしよう

#20 仕上げにスマホ対応をしてみよう

#21 T型からI型のテンプレートを作ろう

#22 T型からSF型のテンプレートを作ろう

#23 今回作成したテンプレート(データダウンロードページ)

LPデザインに特化した
javascript＆jQuery編

#1 javascript/jQuery基礎講座（速習版）

#2  javascriptを今すぐ簡単に書いてみよう

#3 script.jsをテンプレートとリンクさせよう

#4 javascriptで背景色を変えてみよう

#5 javascriptがいかに面倒なのかを理解しよう

#6 jQueryをダウンロードしてリンクしよう

#7 jQueryで背景色を変えてみよう

#8 jQueryをHTMLコードの先に書いても機能するようにしよう

#9 jQueryで簡単なアニメーションメソッドを施してみよう

#10 jQueryでクリックした要素の色を変えてみよう

#11 jQueryでclassを追加してみよう

#12 変数について簡単に知っておこう（letとvarとconstの違い）

#13 今回作成したjavascriptデータ

LPデザインテクニック

導入編 #1 LPデザインテクニック編を学ぶ上での注意点

デザイン全般編

#1 Font awesomeでアイコンを表示する方法

#2 GoogleWebフォントを使う方法

#3 コピーしたテキストに簡単に<p>タグを挿入する方法

#4 ファビコンを設置する方法

#5 スマホ閲覧時だけ文章を改行させる方法

ギミック編

#1 下部固定ヘッダーの設置方法について

#2 最も簡単なカウントダウンタイマーの設置方法

#3 イグジットポップアップの設置方法

フォーム編

#1 LPにフォームを埋め込む方法

#2 メルマガ登録フォームを埋め込んでみよう

#3 一般的な問い合わせフォームを作ってみよう

アニメーション編

#1 フワフワ&ユラユラするボタン

#2 クリックしたらスルスル移動させる方法(スムーススクロール) 

#3 TOPに戻るボタンを途中から出現させる

#4 自動で流れる画像スライダーを設置する

#5 特定の位置に来たらアニメーションで出現させる

その他編

#1 アクセスを別ページに移動させる方法

#2 期間ごとに表示するページを切り替える方法

#3 LPが検索されないように設定する方法

LPデザイントレーニング

導入編 #1 LPデザイントレーニングを学ぶ上での注意点

業界業種別LPデータ30選

BtoB商材系LP

360°評価

社員管理アプリ

不動産管理システム

オプトイン・メルマガ系LP

セミナー募集

注文住宅

妊活

サービス系LP

花配達

鍵トラブル

相続税

塗装

仲介手数料無料賃貸 

サプリ系LP
口臭サプリ

高齢者向けプロテイン

求人系LP
建築求人

新卒求人

情報商材系LP

うつ病

資産運用

睡眠障害

通販系LP

液体だし

フィットネス器具

食器用洗剤

店舗教室系LP

英会話教室

イラスト教室

スポーツジム

整体

美容系LP

クレンジング

ボディクリーム

化粧品

黒大豆

竹塩石鹸

ファーストビュー作成動画

#1 中古工具買取LP

#2 出会い系アプリ攻略LP

#3 ハウスクリーニングLP

#4 男性精力剤LP

#5 マグネシウムクリームLP

訓練用LP制作課題集

#1 育毛レーザーLP

#2 業務フロー改善LP

#3 結婚相談所LP

#4 社員研修LP

#5 幼児教育教室フランチャイズ募集用LP

WP変換作業

導入編 #1 WordPress変換編を学ぶ上での注意点

変換作業練習編

#1 土台テーマの用意／テーマのサムネイル作成／画像データのコピー

#2 header.php/footer.php/style.cssの編集

#3 WordPressの準備/FTP情報でアップロード/絶対パスの書き換え

#4 固定ページで本文公開/トップページに指定する

#5 プラグインの活用/URLの切り分け

#6 今回使用するデータダウンロード

事業構築

導入編 #1 事業構築編のガイダンス

オペレーション構築編

#１ オペレーション構築の全体像について

#２ 戦略フェーズを考える上でのポイント

#３ 設計フェーズを考える上でのポイント

#４ 制作フェーズを考える上でのポイント

#５ 保守・運用フェーズを考える上でのポイント

実績蓄積編

＃1 安定的に月商100万円の売上を獲得するまでのロードマップ

＃2 実績を0から10にする地上戦の具体的な展開方法

＃3 実績を10から100にする空中戦の具体的な展開方法

＃4 実績を100から200にする空中戦の継続と安定方法

＃5 実績を200から300にする空中戦と地上戦の組み合わせ方法

ポータルサイト構築編 ＃1 集客を安定させるためのポータルサイト構築戦略

案件獲得対談編 #1 片岡×吉永対談「LP案件獲得 最初の一歩」


