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248-0903-1005-15 有効期限：2018/5/26

（※）2009年9月1日～2018年3月31日において販売部数（出荷ベース）および講座使用部数を合算した値です。「山本浩司のautoma system1～11」「山本浩司のautoma system不動産登記法 記述式」「山本浩司のautoma system商業登記法 記述式」
「山本浩司のautoma system でるトコ一問一答」「山本浩司のautoma system 新・でるトコ一問一答」「山本浩司のautoma system premier 1～8」「山本浩司のautoma system 総集編 短期合格のツボ」「山本浩司のautoma system オートマ過去問1～9」
「司法書士 山本浩司のautoma system 試験に出るひながた集不動産登記法」「司法書士 山本浩司のautoma system試験に出るひながた集商業登記法」「みるみるわかる！ 不動産登記法」「みるみるわかる！ 商業登記法」全シリーズ累計

月～金／9：30～19：00
土・日・祝／9：30～18：00受付時間通話無料

イベントについてのお問い合わせ・資料の請求はこちらから

https://www.w-seminar.co.jp/Wセミナーホームページ

「山本オートマチック」から生まれた
『山本浩司のautoma system』シリーズ
『みるみるわかる！』シリーズが

シリーズ
累計

0120-509-117
ゴ ウ カ ク 　  イ イ ナ

オートマ実行委員会特別イベント

合格者座談会
5/26 土
13:30～15：00

インターネットでも当日の模様を配信！

司法書士

2018年

TAC水道橋校

参加無料予約不要

日 時

会 場

アクセス
◎JR水道橋駅東口より徒歩1分
◎地下鉄水道橋駅A2出口より徒歩3分
◎地下鉄神保町駅より徒歩10分

受付営業時間
月～土・祝日…9：00～19：00
日…9：00～17：30
※日曜日と祝日が重なる場合は、曜日の
　営業時間に準じます

〒101-0061 千代田区神田三崎町2-10-8 オリックス水道橋ビル

2019年合格へ！

今から始める
最短最速の
道筋とは？

主宰 山本 浩司 講師 西垣 哲也 講師 丹野 翔平 さん

第１部

第2部

録画配信 
6/4（月）10：00～配信開始

オートマ実行委員会 平成28年度 一発合格者

当日会場に来られない方はコチラ！

2009年9月1日～2018年3月31日において

山本浩司講師 ・ 西垣哲也講師

オートマ実行委員会による

個別受講相談会

合格者座談会
山本浩司講師 ・ 西垣哲也講師 ・ 丹野翔平さん

最短最速一発合格ポイント解説
西垣哲也講師



『山本浩司のautoma system』は、シリーズ教材が増えてますます便利になりました！

受験生の皆さんから「山本オートマ」の略称で親
しまれているシリーズは、山本浩司講師の独創に
よって生まれたものです。その作成の方針は、受
験生のみなさまにわかりやすいものをということ
で一貫しており、たとえば、各科目の学習の順番
も山本浩司講師の独創です。知識を学ぶための
INPUTシリーズ本に加え、実践演習のための
OUTPUTシリーズ本が加わり、オートマシステム
で学習された方が、問題を解く練習をしながら楽
しく実力を固め、そして確かめる道ができました。

平成28年度 一発合格者の声

丹野 翔平さん
オートマシステムは、口語体で書かれているためスラ
スラ読めて、繰り返し読むのに適しています。
オートマ過去問は、類題が近いところにまとめて載っ
ているため、どの角度から出題されても正確な肢判
断ができるようになります。かなりオススメです！
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インターネットで特別公開講義を配信中！

Wセミナー  司法書士  動画

特別公開講義は
「動画チャンネル」より
ご視聴いただけます

https://www.w-seminar.co.jp/
shisho/tacchannel.html

「オートマシリーズ」を効果的に使う方法！

たんの しょうへい

「オートマシステム」の本体です。シリーズの基
礎となる択一式対策の受験本です。司法書士
試験合格に照準を合わせた入門書で、基礎知
識を学びながら（インプット）演習（アウトプッ
ト）をこなす、IN・OUT一体型が採用されてお
り、効率よく知識が定着できるように工夫され
ています。

1

第1弾イベント（2016年10月1日収録）
「一発合格の真髄」「オートマ過去問の使い方」
「本当にできるの？ 独立開業・自営業という生き方」

第5弾イベント「山本オートマチックスタートアップ編」（2017年3月25日収録）

「画龍点睛」「でるトコ予想ファイナル！」
「直前期の考え方・過ごし方」

第6弾イベント「直前期編」（2017年5月13日収録）

「譲渡担保を攻略」「成年後見の改正点を攻略」
第2弾イベント「民法編」（2016年11月5日収録）

「“記述式の妙技”」
「商登法記述式の戦略と最新改正“株主リスト”のポイント」
「記述式の超具体的な攻略法」

第3弾イベント「記述編」（2016年12月17日収録）

「わかった！ できた！ 合格のツボ」
「でるトコ予想 答練・模試の活用法」
「今こそ考えたい自営業司法書士の魅力とブラック企業問題」

第4弾イベント「はじめの一歩、最後の一歩編」（2017年2月4日収録）

山本浩司のautoma system 〈択一式対策〉
不動産登記法や商業登記法の知識がある程
度ある方を対象に執筆されています。ただ、初
学者の方にもわかりやすくイラスト入りで解説
されているので、❶の不動産登記法、商業登記
法の択一式学習時においても併用することで
相乗効果が期待できます。まずは、本書で記述
式の基本的な考え方を学びましょう。

6 みるみるわかる!

タイトルの通り登記申請書のひながたを集め
た「ひながた集」です。❻❼の教材とあわせて
記述式対策の学習のお供にオススメです。

8 山本浩司のautoma system試験に出るひながた集

オートマシステム本体の記述式対策本で、記
述式対策を学習する際のメイン教材です。択
一式の知識を土台に、記述式の考え方に重点
をおいた内容です。もちろん記述式対策本も
IN・OUT一体型です。

7 山本浩司のautoma system 〈記述式対策〉

一通り、全科目の学習を終えられている中上
級者を対象とした、IN・OUT一体型択一式対
策教材です。科目の壁を取り払い、関連知識
は科目を横断して理解できるように工夫され
ています。全11科目を1科目として捉えるこ
とができるようになれば、応用力がかなり身
についている証拠です。

4 山本浩司のautoma system premier

正式な書籍名は『山本浩司のau toma
system総集編 短期合格のツボ』といい、最
も山本オートマらしさが出ているIN・OUT一
体型択一式対策教材です。山本講師が手掛け
る教材と講義は、効率よく合格に至らしめる
ため学習範囲を極限まで絞り込んでいます。
内容が少ないのでは？と誤解されている方も
いるようですが、これを読めば、まさにタイト
ルの通り「短期合格のツボ」が理解できるはず
です。特に「山本浩司の雑談室２」は、山本オー
トマの学習コンセプトを正しく理解する上で
必見です！

5 短期合格のツボ
正式な書籍名は『山本浩司のautoma system 
新・でるトコ 一問一答＋要点整理』、択一式対
策用の一問一答式問題集です。オートマ過去
問よりも出題形式が平易で、初学者でもサク
サク解ける練習用のオリジナル問題です。入
門書との併用で知識の定着率がUPします。

2 新・でるトコ一問一答

❷より学習が進んだ方向けの択一式対策過
去問題集です。肢別問題で基礎知識の正確性
を確認しながら、総合問題で本試験形式の問
題にも慣れてください。初学者の方～中上級
者の方まで使っていただけます。

3 山本浩司のautoma system オートマ過去問

「オートマ」シリーズ累計50万部突破記念イベント


