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担当：山本浩司 講師

会社法改正にかかる受験生の負担を極小
化! 「コンパクト」と「内容充実」を同時に実
現した対策講座です。

・20ヵ月（総合）本科生（プラス）
・1.5年・1年（総合）本科生（プラス）
・10ヵ月・8ヵ月速修（総合）本科生（プラス）
・基礎講座<主要4科目編>パック
・基礎講座<主要4科目編>商法・商業登記法

・山本オートマチック上級本科生
・山本プレミアム中上級講座パック
・山本プレミアム中上級講座 商法・商業登記法
・オートマチックシステム記述式講座

司法書士

Wセミナー 検索

e受付 検索

月 ～ 金／9：30～19：00
土・日・祝／9：30～18：00

■パンフレットのご請求・お問合せはこちらから
http://www.w-seminar.co.jp/shisho/
■最新情報はWセミナーホームページで

受付時間

資料のご請求・お問合せは

携帯・PHS OK

学習経験者向け

平成27年度司法書士試験

会社法改正対策
講座

他校利用中の方 独学の方 も是非ご活用ください！

Wセミナー2015年合格目標の対象コース・パック・単科講座をご受講の方は、講義内で会社法改正対策を実施いたしますので、当パンフレット掲載の会
社法改正対策講座をお申込みいただく必要はございません。詳細は裏表紙をご覧ください。

ご 注 意

Wセミナー司法書士講座2015年合格目標の『商法（会社法）・商業登記法』を含む講座・科目の中で、下記一覧「補講（無料）対象者」に含まれるコース、パック、単科講座をお申込みの方は、指定講
座に限り補講（無料）としてご受講いただけます。ただし、各コース・パック・単科講座で指定されている会社法改正対策講座以外を受講希望される場合は、別途、お申込みが必要です。
なお、下記以外のWセミナーが実施している2015年合格目標 司法書士講座で『商法（会社法）・商業登記法』を含む講座・科目については、講義内で試験に必要な改正法対策を実施して参ります
ので、改めて会社法改正対策講座をご受講いただく必要はございません。ただし、本チラシ掲載の講座を受講希望される方は、別途、お申込みが必要です。

※上記3コースは入会金は不要です。
※上記3コースの受講料には消費税8%が含まれます。
※「山本オートマチック180分で押さえる改正会社法」「竹下合格システム会社法改正対策講座」受講料にはテキスト代は含まれておりません。別途、各講座の使用テキストをご確認いただき、ご購入ください。「姫野式会社法
重要論点対策講座」には教材費が含まれます。
※「山本オートマチック180分で押さえる改正会社法」、「竹下合格システム会社法改正対策講座」、「姫野式会社法重要論点対策講座」は、「第2回奨学生選抜試験の受講料割引券（有効期限：2015年6月30日（火）まで）」、「日
商簿記ステップアップ割引」、「NEXT割引」、「株主優待割引券」、「法人割引」、「NEXT CHALLENGE割引」のうち、いずれか１つのご利用が可能です。その他の各種割引制度のご利用はできません。
※「山本オートマチック180分で押さえる改正会社法」、「竹下合格システム会社法改正対策講座」、「姫野式会社法重要論点対策講座」は、TAC取扱代理店（書店・生協等）ではお申込みできません。TAC受付窓口、郵送、e受付
にてお申込みください。
　e受付サイト→http://ec.tac-school.co.jp/
※Web通信講座をご受講の方は、お申込み前に必ずTACホームーページ内「TAC WEB SCHOOL（http://portal.tac-school.co.jp/）」にて動作環境をご確認ください。
※DVD-Rメディア対応のDVDプレーヤーでのみ受講が可能です。パソコン・ゲーム機等での動作保証はいたしておりません。
※個別DVD講座の視聴期限、Web通信講座・Webフォロー・音声DLフォローの配信期限は2015年7月31日までです。 

ご 注 意

万全の対策で盤石の体勢を築こう！万全の対策で盤石の体勢を築こう！
会社法改正部分を万全にしたいすべての方にWセミナーが
対策講座を開講します！

山本オートマチック

180分で押さえる改正会社法

2015年2月開講（全1回）

担当：姫野寛之 講師

「会社法改正を機に、会社法の苦手意識を
克服する!」会社法改正だけに留まらな
い、会社法の得点力アップを行う講義です。

姫 野 式
会社法重要論点
対策講座

2015年3月開講（全3回）

 担当：竹下貴浩 講師

会社法の条文の配列にしたがって、主要な
改正条文を逐条的に解説! 試験に出るポイ
ントをわかりやすく解説します。

竹下合格システム
会社法改正対策講座

2015年2月開講（全2回）
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個別DVD講座　クラス№一覧
水道橋校 中大駅前校新宿校

K0 J0
札幌校 仙台校 池袋校 渋谷校 横浜校八重洲校 町田校立川校 大宮校 名古屋校津田沼校 京都校 梅田校 なんば校 神戸校 福岡校広島校

コースNo.／クラスNo.／通常受講料一覧
2015年1月19日月より
（e受付は2015年1月26日月より）
申込受付開始

山本オートマチック 山本プレミアム中上級講座
要点ピックアップ

山本プレミアム中上級講座
要点ピックアップ

180分で押さえる改正会社法

下記個別DVD講座クラスNo.一覧参照
96
W4

151-99K
151-99L
151-99M

コースNo. クラスNo.学習メディア

￥5,000
￥6,000
￥5,000

通常受講料

個別DVD講座
DVD通信講座
Web通信講座

Web・音声DL標準装備

音声DL標準装備

音声DL標準装備

竹下合格システム　会社法改正対策講座

L1（渋谷校）
下記個別DVD講座クラスNo.一覧参照

96
W4

151-99P
151-99P
151-99Q
151-99R

コースNo. クラスNo.学習メディア

￥8,000
￥8,000
￥10,000
￥8,000

通常受講料

教室講座
個別DVD講座
DVD通信講座
Web通信講座

Web・音声DL標準装備

Web・音声DL標準装備

音声DL標準装備

音声DL標準装備

姫野式　会社法重要論点対策講座

下記個別DVD講座クラスNo.一覧参照
96
W4

151-99T
151-99U
151-99V

コースNo. クラスNo.学習メディア

￥13,000
￥16,000
￥13,000

通常受講料

個別DVD講座
DVD通信講座
Web通信講座

Web・音声DL標準装備

音声DL標準装備

音声DL標準装備

（注）「補講（無料）対象者」のご受講方法および教材に関する詳細は、各補講（無料）受講対象者向けご案内をご確認ください。

2015年1月19日月より
（e受付は2015年1月26日月より）
申込受付開始

山本オートマチック『180分で押さえる改正会社法』指定講座

・20ヵ月（総合）本科生
・1.5年・1年（総合）本科生
・10ヵ月・8ヵ月速修（総合）本科生
・基礎・実力養成講座／民法・不登法＋商法・商登法パック
・基礎・実力養成講座／商法・商業登記法

竹下合格システム『会社法改正対策講座』

補講（無料）
対象者



山本浩司のautoma system premier 5
会社法・商法・商業登記法 Ⅱ 第2版
定価 2,160円（本体価格＋税）（山本浩司著/早稲田経営出版刊）
※テキスト代は受講料に含まれておりません。別途ご購入ください。

❶山本オートマチックの真骨頂！“忘れたくても忘れられない”
理解重視の講義はココでも健在！旧法と混同しない新法の知
識が手に入る!

❷総講義時間180分。”会社法改正初年度”に的を絞った学習
範囲に限定。コンパクトな講義設計で平成27年度本試験合
格を目指す受験生の負担を極小化!

❸テキストは、「設問」「column（コラム）」「小問」「事例」の4形
式で構成。解説、用語説明、暗記など、用途にあわせて形式を
変え、理解を手助け!
❹収録コンテンツは改正内容を全5章で構成。章ごとに設定さ
れたチャプターで聞きたい学習範囲を一発頭出し!

個別DVD講座

視聴開始日

2/9（月）

DVD通信講座

教材発送開始日

2/26（木）

Web通信講座

講義配信開始日

2/16（月）

◆講義日程

担当：山本浩司 講師
○できるだけ短時間で改正部分を押さえたい方
○会社法改正を山本オートマチックで学習したい方

2015年2月開講（全1回）

山本オートマチック

180分で押さえる改正会社法

使用教材

※上記受講料は消費税8%が含まれます。
※上記受講料に教材費は含まれておりません。別途ご購入いただく必要がございます。
※コースNo.・クラスNo.は裏表紙をご確認ください。

通常受講料

個別DVD講座、
Web通信講座 ￥5,000（消費税8%込）

DVD通信講座 ￥6,000（消費税8%込）

このような方に します！オ ス ス メ

講 座 の 特 長

講義回数

1

姫野講師特製オリジナルレジュメ
※テキスト代は受講料に含まれております。
※2015年合格目標「上級本科生」の改正対応教材をベースとして作成されています。
※2015年合格目標「択一予想論点マスター講座」の教材と共通する部分がございます。

❶単なる会社法改正講義にとどまらず、平成27年本試験で出
題可能性が高い論点まで扱います！

❷全3回に収めるコンパクトなコース設計。

❸姫野講師特製の図表中心のオリジナルテキストを使用！改正
部分を網羅！

❹オリジナルテキストでは良問揃いの一問一答式の演習も掲
載！インプットのみならず、アウトプットを行うことで、実施後
すぐに得点力の向上を実感できます。

個別DVD講座
視聴開始日

3/19（木）

DVD通信講座
教材発送開始日

4/3（金）

教材発送開始日

3/17（火）

講義配信開始日

3/19（木）

◆講義日程

担当：姫野寛之 講師
○改正部分だけではなく、会社法に苦手意識があり、それを克服したい方
○平成27年本試験で出題可能性が高い会社法の論点を総チェックしたい方

2015年3月開講（全3回）

姫 野 式
会社法重要論点対策講座

使用教材

※上記受講料に教材費・消費税8％は含まれます。
※コースNo.・クラスNo.は裏表紙をご確認ください。

通常受講料

個別DVD講座、
Web通信講座 ￥13,000（教材費・消費税8%込）

DVD通信講座 ￥16,000（教材費・消費税8%込）

講義回数

1
2
3

Web通信講座

司法書士試験 攻略！ 
平成26年改正会社法 逐条解説
定価 1,620円（本体価格＋税）（竹下貴浩著/早稲田経営出版刊）
※テキスト代は受講料に含まれておりません。別途ご購入ください。

❶今回の改正点の中で、試験に出る可能性の高い主要な条文
を竹下講師自身がピックアップ! 効率良く重要な点を掘り下
げて学習できる!
❷今回の改正に関わる部分を9つのパートに分割。それぞれの
パートの冒頭で、改正の概観を掲載。概観を把握することで、
改正法の全体像がはっきりわかる!
❸改正条文を掲載。前の条文からどう変わっているかを逐条で
できる限りわかりやすく解説!
❹重要な箇所は、「確認問題」を適宜掲載。確認問題を通して知
識の整理ができる!

教室講座
渋谷校

2/9（月）
2/16（月）

個別DVD講座
視聴開始日
2/16（月）
2/23（月）

Web通信講座
講義配信開始日

2/16（月）
2/23（月）

DVD通信講座
教材発送開始日

2/26（木）

◆講義日程

担当：竹下貴浩 講師
○平成26年の改正点を正確に押さえたい方
○逐条形式で、わかりやすい解説を聴きたい方

2015年2月開講（全2回）

竹下合格システム

会社法改正対策講座

使用教材

※上記受講料は消費税8%が含まれます。
※上記受講料に教材費は含まれておりません。別途ご購入いただく必要がございます。
※コースNo.・クラスNo.は裏表紙をご確認ください。

・早稲田合格答練のコマ数は、「解説講義あり」コースの場合の回数です。
・★印のコースの詳細は2015年1月下旬発行予定の「早稲田合格答練・直前対策コース」パンフレットをご覧ください。

通常受講料

教室講座、個別DVD講座、
Web通信講座 ￥8,000（消費税8%込）

DVD通信講座 ￥10,000（消費税8%込）

講義回数

1
2

「山本オートマチック」
「竹下合格システム」使用テキストは
右記①～④の方法にて購入いただけます。
⇒他にも多数「司法書士試験対策」の市販書籍を販売中!

❶インターネットでのお申込み
http://bookstore.tac-school.co.jp/

❷全国の書店、主要大学生協
❸ TAC各校書籍コーナー

Informa
tion

書籍に関するお問い合わせは 03-5276-9492（土日祝を除く 9：30～17：30）

❹お申込み（電話にてお受けいたします。）
受注窓口（フリーダイヤル）

®0120-67-9625（　　　　　　　）

2015年合格目標 受験経験者向け開講コースラインアップ
早稲田合格答練

　アウトプットメインの“答練”シリーズで実戦力を強化！

●パック生　年明けから始める戦略的・段階的に合格を狙えるオトクな答練パック!

1月答練パックＡ記述対策プラス（全50回）

1月答練パックＡ（全26回）

1月答練パックＢ（全12回）

2月答練パック（全20回）

4月答練パック（全14回）★

1月開講

1月開講

1月開講

2月開講

4月開講

●単科生　学習スケジュールに応じて選べる単科コース!

【リニューアル】登記法Skill Up講座（全15回）

年内重要論点答練（全10回）

ホップ答練（全6回）

ステップ答練（全6回）

ジャンプ答練（全8回）★

全国公開模試（全3回）★

全国公開模試解説講座（全3回）★

随時入学可

随時入学可

1月開講

2月開講

4月開講

4・5・6月開催

4・5・6月開講

中上級コース
　“合格点”をクリアする、中上級者のための講座！

●パック生　年明けからの演習を中心として解答のスピード力を向上させるオトクなパックコース!

上級総合パック（全71回）・上級パック（全63回）2月開講

●単科生　学習スケジュールに応じて選べる単科コース!

【択一式対策】山本プレミアム中上級講座【山本オートマチック】（全52回）

【択一式対策】竹下合格講座【竹下合格システム】（全33回）

【択一式対策】択一式対策講座（理論編全62回）

【択一式対策】択一式対策講座（実践編全33回）

【択一式対策】弱点克服講座〈民訴・民執・民保・供託・書士法〉（全16回）

【記述式対策】オートマチックシステム記述式講座【山本オートマチック】（全25回）

【記述式対策】ブリッジ講座【竹下合格システム】（理論編全35回＋実戦編解説全46問分）

【記述式対策】記述式対策講座（全24回）

【直前対策】本試験テクニカル分析講座【山本オートマチック】（全10回）★

【直前対策】択一予想論点マスター講座（全10回）★

【直前対策】予想論点ファイナルチェック（全2回）★

随時入学可

随時入学可

随時入学可

2月開講

随時入学可

随時入学可

随時入学可

2月開講

4月～随時開講

4月開講

6月開講

土日祝を除く
9：30～17：30

このような方に します！オ ス ス メ

講 座 の 特 長

講 座 の 特 長

山本プレミアム中上級講座
要点ピックアップ

このような方に します！オ ス ス メ


