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オートマチック・ネクスト
2017年合格目標 1年本科生

「合格」だけを常に
考える理論派講師！
短期合格のための熱い
講義を展開！

次世代凄腕講師の「Web講義」と
「オートマシステムシリーズ」の

相乗効果を享受できる
コース

言わずと知れた、
司法書士受験界の名著！

「山本浩司のオートマシステム」

❶開講校舎が近くになくても！ 教材はご指定の住所へお届け！
❷自宅、学校、外出先と一定の視聴環境があれば、パソコンはもちろん、スマートフォンや

タブレットその他端末を利用して「いつでも・どこでも・何度でも」の学習を実現します！

常識を打ち破る次の合格法が
「いつでも・どこでも・何度でも」学習できます！
Web通信での受講のメリット

平成20年司法書士試験に合格。株式会社起
業後、司法書士に転向。全くの初学者から1年で
合格した実績をもつ。初学者にわかりやすく理解
させる講義を徹底して実施。現在は実務家（勤務
司法書士）としても活躍中。

司法書士 2017年合格目標 初学者向け
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【収録担当講師】

すいすい読める！ 

▲

すいすい分かる！
自然に覚えられるから、使える知識になる！

市販書籍市場での支持が証明する
「山本浩司のオートマシステムシリーズ」がメイン教材！

「インプット」と「アウトプット」を一体化した
効率的な学習体系で、短期合格を目指せる！

※1：iOS®、Android™OS搭載のスマートフォン、タブレットその他端末から視聴の場合は、OS標準の動画プレーヤーによるストリーミング再生となり、上記プレーヤー内の各種機能はご利用いただけません。
※2：「高速再生機能」は、Windows® Vista、7、8、8.1、10デスクトップモードの各OS環境で、かつInternet Explorer8以降からの視聴の場合のみご利用いただけます。その他のOSおよびブラウザからの視聴では動作いたしません。
※3：「再生スキップ機能」「続きから再生」ボタン、「しおり機能」のMac®OS上での動作につきましては、TAC WEB SCHOOLホームページ上でご確認ください。

※Mac®は、Apple Inc.の商標です。　※iOS®の商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。　※Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。　※Android™は、Google Inc.の商標です。
※スマホ・タブレット端末をご利用の場合、一定期間に定められた（データ）通信量以上の通信を行うと、ご契約の各キャリア・プランにおいて通信速度の制御を実施される可能性があります。なお、TAC WEB SCHOOLの動画は「約400MB ／2時間半」となります。

教室講義を収録し、インターネット配信します。お好きな
時間にお好きな場所で、TACの教室講義と同様の学
習効果を発揮できます。

講義動画

「10秒」「30秒」「60秒」の3段階で前後のスキップ
が可能。聞き逃した内容の確認や細かい頭出しもボタ
ン1つで行えます。

再生スキップ機能（※3）

0.8～2.0倍までの7段階から再生スピードを選択でき
ます。予習はじっくりと、復習は高速再生でなど、学習ス
タイルに合わせた使い方ができます。

高速再生機能（※2）

途中で視聴を停止しても、次回視聴時に「続きから
再生」ボタンをクリックすれば、前回停止時間から続き
を再生できます。

「続きから再生」ボタン（※3）

お使いのパソコンの画面いっぱいに講義動画を表示
させることができます。臨場感あふれる講義をご受講
いただけます。

全画面表示機能

しおりをはさむように、受講中の動画の好きな時点を
記憶させることができます。「しおりから再生」ボタンで
その場所からすぐに再生できます。

しおり機能（※3）

便利で快適！ 充実の機能！



コース名 通常受講料 コース
No.

クラス
No.

1年総合本科生プラス ¥502,000 171-375 W4

1年総合本科生 ¥471,000 171-382 W4

1年本科生 ¥440,000 171-389 W4

基礎講座《主要4科目編》パック ¥279,000 171-624 W4

基礎講座《主要4科目編》/民法・不動産登記法 ¥223,000 171-625 W4

基礎講座《主要4科目編》/商法・商業登記法 ¥119,000 171-63Ｇ W4

基礎講座《マイナー科目編》 ¥116,000 171-63Ｈ W4

オートマチック・ネクスト記述式講座 ¥72,000 171-63Ｊ W4

コース名 再受講割引
受講料

コース
No.

クラス
No.

1年総合本科生プラス（テキスト有） ¥351,000 171-376 W4

1年総合本科生プラス（テキスト無） ¥310,000 171-377 W4

1年総合本科生（テキスト有） ¥337,000 171-383 W4

1年総合本科生（テキスト無） ¥296,000 171-384 W4

1年本科生（テキスト有） ¥308,000 171-39Ａ W4

1年本科生（テキスト無） ¥273,000 171-39Ｂ W4

※「1年総合本科生プラス」、「1年総合本科生」、「1年本科生」の受講料に教材費は全て含まれています（六法・過去問題
集等は除く）。それ以外の講座の受講料には教材費は含まれておりません。

※オートマチック・ネクスト「1年本科生Web通信講座」には、教育訓練給付制度（一般）の対象コースはございません。

※上記受講料は、教材費・消費税8％込みです（「パック」、「単科」ならびに「再受講割引（テキスト無）」は、受講料にテキスト代は含まれておりません）。別途ご購入ください。ご購入いただくテキストは2017年目標「オートマチック・ネクスト1.5年/1年/10ヵ月速
修本科生」パンフレットＰ15・Ｐ17・Ｐ19掲載「教材一覧」の各講義に対応したテキストの最新版をお買い求めください。最新版等の詳細はＴＡＣ出版ホームページ「Cyber Book Store」でご確認、ご購入いただけます。

※0から始まるTAC会員番号またはWセミナー会員番号をお持ちでない方は、受講料の他に別途入会金￥10,000（8％税込）が必要です。会員番号につきましては、TAC各校またはカスタマーセンター（0120-509-117）までお問い合わせください。
※「1年総合本科生プラス オートマチック・ネクスト」、「1年総合本科生 オートマチック・ネクスト」に含まれる全国実力Check模試、ジャンプ答練および全国公開模試は「解説講義あり」となります。なお、解説講義の担当は片口翔太講師ではありません。
※上記コースの申込期限は2017年6月30日までとなります。

通信メディア　Web通信講座 音声DLフォロー標準装備 通信メディア　Web通信講座 音声DLフォロー標準装備

※「再受講割引制度」と早期申込割引を含む各種割引制度、キャンペーンの併用はできません。※「再受講割引制度」はe受付
ではお申込みいただけません。

※オートマチック・ネクスト1年本科生Web通信講座には教育訓練給付制度（一般）の対象コースはございません。

通常受講料 2017年合格目標 1年総合本科生プラス・
1年総合本科生・1年本科生 【申込締切日：2017/6/30（金）】

再受講割引
受講料

2017年合格目標 1年総合本科生プラス・
1年総合本科生・1年本科生 【申込締切日：2017/6/30（金）】
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過去にWセミナー司法書士講座（右
記対象コース）を受講されたことのある
方は「1.5年・1年総合本科生プラス」、
「1.5年・1年総合本科生」、「1年本科
生」、「10ヵ月速修総合本科生プラス」、
「10ヵ月速修総合本科生」を再受講割引
受講料で受講することができます。
※早期申込割引を含む他の割引制度との併用はできません。

過去に右記の対象コースを
ご受講いただいた方は
「再受講割引」を
ご利用いただけます！

●20ヵ月本科生・20ヵ月コース（総合プラス・総合・演習・総合演習コースを含む）
●1.5年本科生（総合プラス・総合を含む）
●1年本科生・1年コース（総合プラス・総合・演習・総合演習コースを含む）
●10ヵ月速修本科生
●8ヵ月速修本科生・8ヵ月速修コース・8ヵ月速習コース
●基礎講座（基礎講座主要4科目編）パック（一括）
●基礎講座（基礎講座主要4科目編）パック（一括）＋ 基礎講座マイナー科目編（択一完成講座）
●基礎・実力養成講座（民法・不動産登記法編＋商法・商業登記法編）パック（一括）

対
象
コ
ー
ス

※上記各割引制度のご利用はTAC各校舎窓口または郵送でのみご利用いただけます。TAC取扱代理店等またはe受付からのお申込みではご利用いただけません。
※各割引制度をご利用してお申込みの際には、対象コースの受講証（会員証）をご提示ください。なお、郵送でのお申込みの場合は、必要書類（コピー）を申込書に添付してください。
※通常受講料でお申込み後、再受講割引の対象者である旨をお申し出いただいても差額の返金等には応じることはできません。　

TAC（株）司法書士  246-0103-1002-18

注 意 事 項

安心して学習を続けられるよう、万全のサポートで受講生をバックアップします。

充実した『フォロー制度』!

スクーリング

【対象コース・回数制限】
▶1年総合本科生プラス〈オートマチック・ネクスト〉
　　　　　　　　　　　　　　　　………………25回まで 
▶1年総合本科生・1年本科生〈オートマチック・ネクスト〉
　　　　　　　　　　　　　　　　………………20回まで  

 i-support
「質問メール」、よくある質問をデータベース化した「よくある
質問」などをご覧いただけます。

※質問はご受講中の合格目標年度のコースの講義内容、および講義で使用する
教材に関するものに限らせていただきます。

※「質問メール」は各コースにより質問回数の制限があります。詳細はお申込み時
にお渡しする「受講ガイド」にてご確認ください。

※動作環境はTACホームページ内「TAC WEB SCHOOL」　　　　　
（http://portal.tac-school.co.jp/）にてご確認ください。

質問電話
学習上の質問に司法書士合格者であるアドバイザーが電
話で直接お答えします。疑問点をすぐに解決できます。

※質問電話はご利用いただける曜日・時間帯がございます。また、質問はご受講中
の合格目標年度のコースの講義内容、および講義で使用する教材に関するもの
に限らせていただきます。詳細はお申込み時にお渡しする「受講ガイド」にてご確
認ください。

Q A

通信メディアを受講の方も教室講座の講義に参加すること
ができます。迫力ある講義を生で受講でき、同じ目標を持つ
受講生の中で講義を受けることは刺激になり、モチベーショ
ンの向上にもつながります。

※上記「対象コース」以外の講座・コースはスクーリング対象外となります。

※「全国実力Check模試」「早稲田合格答練ジャンプ答練」「全国公開模試」の試
験部分はスクーリング対象外です。

質問・学習相談コーナー
合格者や実務家司法書
士がアドバイザーとして学
習内容や悩みなどのご相
談にお答えします。

※詳細はお申込み時にお渡しする
「受講ガイド」にてご確認ください。

自習室
講義の行われていない各校舎の教室を自習室として開放し
ています。全国のTACの教室を自由に利用できます。予約
も不要です。

※教室の使用状況によっては自習室として開放できない場合がございます。予めご
了承ください。

※自習室のご利用は「1年総合本科生プラス」、「1年総合本科生」、「1年本科生」、
「基礎講座《主要4科目編》パック」の方に限ります。「単科」、「オプション講座」の
みのお申込みの方はご利用いただけません。

※一部提携校では自習室をご利用できない場合がございます。詳細は各提携校へ
直接お問い合わせください。

※TAC提携校での各種フォローサービス等はTAC直営校と異なる場合がござい
ます。詳細は各提携校へ直接お問い合わせください。

再受講割引受講料

受講料・コースNo.一覧
ネットでお申込みできます

お申込可能コースはTACe受付サイトにてご確認ください。
http://ec.tac-school.co.jp

対象コースを受講された方は 大幅割引！


