
司法書士の本格的学習前にビジ法3級合格を目指せる！

244-0202-1003-19　有効期限：2014/10/31

8/13水～10/31金

入会金￥10,000免除券&2013年度合格体験記冊子

司法書士
司法書士

これから始める司法書士相談ダイヤル

実施
期間

利用者特典

司法書士資格のこと、受講に関する疑問・質問などにお答えします！

先行申込特典

お気軽に
お電話
ください！

月～金／9:30～19:00
土日祝／9:30～18:00
※8/13（水）～8/15（金）までは
　9：30～18：00（夏期短縮営業）0120-509-770Ⓡ

※収録の担当講師は公文誠人講師です。
※当講義は2014年2月～6月に収録した内容となります。

■資料請求・お問い合わせはこちらから

【Wセミナーホームページ】

受付時間／9：30～19：00（月～金）  
　　　　　9：30～18：00（土・日・祝）

http://www.w-seminar.co.jp/ Wセミナー 検索

ゴ ウ カ ク イ イ ナ

薔 0120-509-117
携帯・PHS OK

Ⓡ

20ヵ月本科生

開講までの時間を有効活用できる！

ビジネス実務法務検定®講座 3級合格本科生 カリキュラム（全11回）

3級合格本科生内容使用教材（8/27（水）より発送開始）

先行申込特典の受講方法

2016年合格目標 2016年合格目標

山本オートマチック 新竹下合格システム スタンダード 共通・ ・

2014年9月30日（火）までに2016年合格目標20ヵ月本科生をお申込みの方早
割

先行申込特典

120,000円OFF

相談無料

上記期間に「早割キャンペーン＋先行申込特典」を利用して受講申込手続を完了された方は、Web
でビジネス実務法務検定®3級対策を学習でき、司法書士の学習前に法律の基礎を身につけつつ、
ビジ法3級12月検定の合格を目指すことができます。
※詳しくは当パンフレット裏面をご覧ください。

▼早割キャンペーン対象コース・割引受講料等の詳細は中面をご覧ください。

ビジネス実務法務検定®講座
3級合格本科生を無料受講！

山本オートマチック
新竹下合格システム

スタンダード
共通

2014年9月30日火までに

受講料例：2016年合格目標 20ヵ月総合本科生プラス（教室講座）

2014年10月～2015年1月開講

20ヵ月本科生

お申込みの方は先行申込特典付き！

早割
早期申込割引キャンペーン

2016年合格目標20ヵ月本科生

2014年10月31日金まで

先着
200名

先着
200名

通常受講料 533,000円 ▼早割受講料 413,000円

100,000円OFF2014年11月1日土～12月26日金 2016年合格目標20ヵ月本科生が予告

上記期間に「早割キャンペーン＋先行申込特典」を利用して受講申込手続を完了された方は、
Webでビジネス実務法務検定®3級対策を学習でき、司法書士試験の学習を始める前に法律の基
礎知識を身につけ、かつビジ法3級12月検定の合格を目指すことができます。

2014年
12月合格目標

ビジネス実務法務検定

無料公開セミナーのご案内

▶各テーマで講師がお話します。
　

■無料公開セミナーの流れ

ビジネス実務法務検定試験Ⓡの対策はどうすればよいの？ 効率的な学習法は？
まずは、無料公開セミナーに参加して、不安や疑問を解消させましょう！

各セミナー（50分程度）

▶渋谷校で行われた7月合格目標の3・2級向けガイダンスおよび12月合格目標の
　1級のガイダンスは、後日TAC動画チャンネルにてご覧いただけます。

都合がつかず、セミナーに参加できなくても大丈夫！

▶ＴＡＣの対策コースのカリキュラムやサービスについて、ご案内します。
　※終了後、ご質問のある方には個別に受験相談を承ります。

講座説明（10分程度）

検索TAC動画チャンネル

予約不要
直接会場へお越しください！

2014年合格目標 無料公開セミナー日程

タイトル 渋谷校 八重洲校

初学者必見！ 試験制度概要と
学習の方向性を知ろう！
～基礎的法律用語の解説講義も実施！～

ビジネス実務法務検定試験®

3級対策で学ぶこと
～1時間のミニ講義で体験しよう！～

3級合格から2級受験へ！
ステップUPのメリット・
３・２級試験の比較・分析
～違いを知り、効率的に対策しよう！～

■7月合格目標

タイトル

対象者

対象者 渋谷校 新宿校 八重洲校

法律実務のスペシャリスト！
1級の傾向と対策　
～難関試験を突破するために必要なことは？～

初学者必見！ 試験制度概要と
学習の方向性を知ろう！
～基礎的法律用語の解説講義も実施！～

3級合格から2級受験へ！
ステップUPのメリット・
３・２級試験の比較・分析
～違いを知り、効率的に対策しよう！～

■12月合格目標

2/10（月） 19:00～
▶3級受験をご検討の方
▶3・2級受験をご検討の方

▶3級受験をご検討の方
▶3・2級受験をご検討の方

▶3級受験をご検討の方
▶3・2級受験をご検討の方

▶２級受験をご検討の方

▶1級受験をご検討の方

▶２級受験をご検討の方

2/17（月） 19:00～

3/25（火） 19:00～

4/7（月） 19:00～

3/12（水） 19:00～
4/22（火） 19:00～
7/15（火） 19:00～

7/9（水） 19:00～

9/5（金） 19:00～

7/16（水） 19:00～

7/23（水） 19:00～

ビジネス実務法務検定
2014年合格目標

東証1部上場（証券コード4319）株主優待制度あり　http://www.tac-school.co.jp/ TAC（株）ビジネス実務法務検定  313-0901-1005-10

〈東京商工会議所認可済み〉

ますます便利で効率的に！Web通信講座・Webフォロー
スマートフォン・タブレットその他端末対応

WindowsⓇPCでも、MacⓇでも受講可能！

待ってるだけでOK！

3・2級個人別成績表 Web掲載！

法律初学者も安心！3級合格本科生

無料再受講制度スタート！

ステップアップも安心！フルラインナップ！!　全級対策コースを開講！！
欠席フォロー・復習に便利！

（答練パック・オプション講座を除く）

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。※Mac®は、Apple Inc.の商標です。
※ビジネス実務法務検定試験®は、東京商工会議所の登録商標です。

ダウンロード

講義音声DLフォロー標準装備！
全受講形態

ビジネスシーンで必要となる
実践的な法律知識が習得できるビジネス実務法務検定試験Ⓡ。

今や社会人必須のスキルです。

法律知識ゼロでも安心！
TACなら！

当講座は入会金免除!!［一部入会金不要コースを除く］

効率的カリキュラム

豊富な受講形態

受験指導経験豊富な
講師陣

安心のフォロー制度

重要ポイントを押さえた
オリジナル教材

NEW!!

244-0202-1003-19　有効期限：2014/10/31

※8/13（水）～8/15（金）までは9：30～18：00（夏期短縮営業）

さらに！！さらに！！

回 内容 配信開始日
第 1 回 3 級基本講義①

受講申込手続終了後、
8/28（木）以降
随時受講可能

第 2 回 3 級基本講義②
第 3 回 3 級基本講義③
第 4 回 3 級基本講義④
第 5 回 3 級基礎答練①
第 6 回 3 級基本講義⑤
第 7 回 3 級基本講義⑥
第 8 回 3 級基本講義⑦
第 9 回 3 級基本講義⑧

第 10 回 3 級基礎答練②
第 11 回 3 級予想答練　

20ヵ月本科生
お申込み学習メディア 教室講座・個別DVD講座・DVD通信講座・Web通信講座

先行申込特典（3 級合格本科生）
学習メディア

司法書士 20 ヵ月本科生のお申込み学習メディアに関わらず、TAC WEB SCHOOL にて Web
受講となります。各講義回の教材は、受講申込手続終了後、ご自宅へまとめて発送いたします。

受講期間（Web 配信期間） 2014 年 8 月 28 日（木）〜 12 月 22 日（月）まで（教材は 8 月 27 日（水）発送開始）

※ Web 受講のほか、音声 DLフォローもご利用いただけます。個別 DVD 講座や DVD 通信講座はございません。※答練、ミニテストの成績処理はございません。自己採点となります。
※ TAC WEB SCHOOL のご利用方法については、お申込み時にお渡しする「受講ガイド」でご確認ください。

〈全11回〉
ビジネス実務
法務検定R
3級
本試験

各回160分

INPUT

基本講義
（全8回）

90分答練・
70分解説

OUTPUT

基礎答練※

（全2回）
※答練解説時間には休憩も含みます。

▶基本講義：2014年合格目標３級基本テキスト・ミニテスト集
▶基礎答練：2014年合格目標３級基礎答練１・２（問題・解説・練習用答案用紙）
▶予想答練：2014年合格目標３級予想答練（問題・解説・練習用答案用紙）
※答練、ミニテストの成績処理はございません。自己採点となります。

	 

ＴＡＣビジネス実務法務検定講座	 

解答はすべてマークシートに記入し提出すること。	 

	 

平成25年７月目標	 

ＴＡＣビジネス実務法務検定講座	 

	 

	 

基礎答練	 第１回	 

問	 題	 用	 紙	 

	 ３	 級	 	 
（制限時間	 90分）	 

	 

	 

注意事項	 

１．解答用紙へのマーク記入にあたっては，ＨＢまたはＢの黒鉛筆・シャープペンシルを使用する

こと。（ボールペンは使用不可）	 

２．誤ってマークしたときは，跡の残らないように消しゴムで消すこと。	 

３．解答欄は，各問題につき１つのみ解答すること。	 

４．解答用紙は直接コンピュータで読み取るので，折り線以外の箇所で絶対に折り曲げたり汚した

りしないこと。	 

	 

	 

	 

	 

	 

※テキスト・答練の画像は
2013年合格目標のものです。

OUTPUT

予想答練※

（全1回）

120分答練・
60分解説

※答練解説時間には休憩も含みます。

※答練、ミニテストの成績処理はございません。自己採点となります。



※再受講割引制度、受験経験者割引制度、他資格受講者割引制度、他校学習経験者割引制度、他資格合格者割引制度との併用はできません。その他割引制度、ＴＡＣ取扱代理店（大学生協・書店等）割引との併用は可能です。
※キャンペーンの対象コースは、中面記載の各コースとなります。各期間内にＴＡＣ各校受付窓口、郵送またはインターネットにてお申込みください（郵送の場合は消印有効）。期間を過ぎますとキャンペーンが適用になり
ませんので、早めのお手続きをお願いいたします。特にＴＡＣ各校受付窓口でのお申込みの場合、期間終了直前は混雑する場合がございますので、お早めにお申込みください。
※ＴＡＣ提携校でお申込みの場合、詳細は直接各提携校へお問い合わせください。

注
意
事
項

2016年合格目標司法書士 20ヵ月本科生
早割［早期申込割引］キャンペーン受講料一覧 割引後の受講料で比べてください！Wセミナ

ーならオトクな受講料で学習を始められます
！

※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、受講料のほかに別途入会金￥10,000（8%税込）が必要です。会員番号についてはTAC各校舎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。
※受講料には、教材費・消費税8％が含まれます。

コース名 学習メディア キャンペーンコース№ 通常受講料 キャンペーン割引受講料

山
本
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク

２０ヵ月総合本科生プラス
＜山本オートマチック＞

教室講座 161-142 ¥533,000 ¥413,000

個別DVD講座 161-142 ¥533,000 ¥413,000

DVD通信講座 161-172 ¥543,000 ¥423,000

Web通信講座 161-202 ¥502,000 ¥382,000

２０ヵ月総合本科生
＜山本オートマチック＞

教室講座 161-149 ¥502,000 ¥382,000

個別DVD講座 161-149 ¥502,000 ¥382,000

DVD通信講座 161-179 ¥512,000 ¥392,000

Web通信講座 161-209 ¥471,000 ¥351,000

新
竹
下
合
格
シ
ス
テ
ム

２０ヵ月総合本科生
＜新竹下合格システム＞

教室講座 161-082 ¥502,000 ¥382,000

個別DVD講座 161-082 ¥502,000 ¥382,000

DVD通信講座 161-102 ¥512,000 ¥392,000

Web通信講座 161-122 ¥471,000 ¥351,000

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

２０ヵ月総合本科生プラス
＜スタンダード＞

教室講座 161-022 ¥533,000 ¥413,000

個別DVD講座 161-022 ¥533,000 ¥413,000

DVD通信講座 161-042 ¥543,000 ¥423,000

Web通信講座 161-062 ¥502,000 ¥382,000

２０ヵ月総合本科生
＜スタンダード＞

教室講座 161-028 ¥502,000 ¥382,000

個別DVD講座 161-028 ¥502,000 ¥382,000

DVD通信講座 161-048 ¥512,000 ¥392,000

Web通信講座 161-068 ¥471,000 ¥351,000

コース名 学習メディア キャンペーンコース№ 通常受講料 キャンペーン割引受講料

山
本
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク

２０ヵ月総合本科生プラス
＜山本オートマチック＞

教室講座 161-141 ¥533,000 ¥413,000

個別DVD講座 161-141 ¥533,000 ¥413,000

DVD通信講座 161-171 ¥543,000 ¥423,000

Web通信講座 161-201 ¥502,000 ¥382,000

２０ヵ月総合本科生
＜山本オートマチック＞

教室講座 161-148 ¥502,000 ¥382,000

個別DVD講座 161-148 ¥502,000 ¥382,000

DVD通信講座 161-178 ¥512,000 ¥392,000

Web通信講座 161-208 ¥471,000 ¥351,000

新
竹
下
合
格
シ
ス
テ
ム

２０ヵ月総合本科生
＜新竹下合格システム＞

教室講座 161-081 ¥502,000 ¥382,000

個別DVD講座 161-081 ¥502,000 ¥382,000

DVD通信講座 161-101 ¥512,000 ¥392,000

Web通信講座 161-121 ¥471,000 ¥351,000

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

２０ヵ月総合本科生プラス
＜スタンダード＞

教室講座 161-021 ¥533,000 ¥413,000

個別DVD講座 161-021 ¥533,000 ¥413,000

DVD通信講座 161-041 ¥543,000 ¥423,000

Web通信講座 161-061 ¥502,000 ¥382,000

２０ヵ月総合本科生
＜スタンダード＞

教室講座 161-027 ¥502,000 ¥382,000

個別DVD講座 161-027 ¥502,000 ¥382,000

DVD通信講座 161-047 ¥512,000 ¥392,000

Web通信講座 161-067 ¥471,000 ¥351,000

20ヵ月
本科生

2014年
8/12�～9/30�

先行申込特典

12 OFF
通常受講料から

万
円

詳細は裏表紙へ

申込期間

20ヵ月
本科生

2014年
10/1�～10/31�

12 OFF
通常受講料から

万
円

申込期間


