
244-0103-1005-17　有効期限：2014/05/31

司法書士

■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

Ⓡ

2015年合格目標

130,000円OFF
125,000円OFF

▼早割キャンペーン対象コース・割引受講料等の詳細は裏面をご覧ください。
2015年合格目標 1年総合本科生プラス（教室講座）
（2014年4月30日までにお申込みの場合）受講料例：

2014年3～6月開講1年本科生

早割
早期申込割引キャンペーン

2014年4月30日水まで
2015年合格目標1年本科生

2014年5月31日土まで
2015年合格目標1年本科生

通常受講料 533,000円 ▼早割受講料 403,000円

教育訓練給付制度指定コース有り
対象：1年本科生（2014年4・5月開講）
教育訓練給付制度指定コース有り
対象：1年本科生（2014年4・5月開講）

2015年 合格目標

司法書士
初学者対象コース

1.5年本科生 1年本科生
LICENSE GUIDE 2014.4-2014.5



2015年合格目標司法書士
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％の金額が含まれます。
　　教育訓練給付制度をご利用の方はこちらのコースNo.にてお申込みください。対象となる入学月や制度の詳細については、お申込み前にTAC発行の「教育訓練給付制度パンフレット」をご確認ください。

コース名 受講形態 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

1年総合本科生プラス
＜山本オートマチック＞

教室講座 151-473 ¥533,000 ¥403,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-503 ¥543,000 ¥413,000
Web通信講座 151-533 ¥502,000 ¥372,000

1年総合本科生
＜山本オートマチック＞

教室講座 151-480 ¥502,000 ¥372,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-510 ¥512,000 ¥382,000
Web通信講座 151-540 ¥471,000 ¥341,000

1年本科生
＜山本オートマチック＞

教室講座 151-487 （496     ） ¥471,000 ¥341,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-517 （526     ） ¥481,000 ¥351,000
Web通信講座 151-547 （556     ） ¥440,000 ¥310,000

竹
下
合
格
シ
ス
テ
ム

1年総合本科生
＜竹下合格システム＞

教室講座 151-413 ¥502,000 ¥372,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-433 ¥512,000 ¥382,000
Web通信講座 151-453 ¥471,000 ¥341,000

1年本科生
＜竹下合格システム＞

教室講座 151-420 ¥471,000 ¥341,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-440 ¥481,000 ¥351,000
Web通信講座 151-460 ¥440,000 ¥310,000

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

1年総合本科生プラス
＜スタンダード＞

教室講座 151-353 ¥533,000 ¥403,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-373 ¥543,000 ¥413,000
Web通信講座 151-393 ¥502,000 ¥372,000

1年総合本科生
＜スタンダード＞

教室講座 151-359 ¥502,000 ¥372,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-379 ¥512,000 ¥382,000
Web通信講座 151-399 ¥471,000 ¥341,000

1年本科生
＜スタンダード＞

教室講座 151-365 （37E     ） ¥471,000 ¥341,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-385 （39E     ） ¥481,000 ¥351,000
Web通信講座 151-405 （41E     ） ¥440,000 ¥310,000

コース名 受講形態 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

1年総合本科生プラス
＜山本オートマチック＞

教室講座 151-474 ¥533,000 ¥408,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-504 ¥543,000 ¥418,000
Web通信講座 151-534 ¥502,000 ¥377,000

1年総合本科生
＜山本オートマチック＞

教室講座 151-481 ¥502,000 ¥377,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-511 ¥512,000 ¥387,000
Web通信講座 151-541 ¥471,000 ¥346,000

1年本科生
＜山本オートマチック＞

教室講座 151-488 （497     ） ¥471,000 ¥346,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-518 （527     ） ¥481,000 ¥356,000
Web通信講座 151-548 （557     ） ¥440,000 ¥315,000

竹
下
合
格
シ
ス
テ
ム

1年総合本科生
＜竹下合格システム＞

教室講座 151-414 ¥502,000 ¥377,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-434 ¥512,000 ¥387,000
Web通信講座 151-454 ¥471,000 ¥346,000

1年本科生
＜竹下合格システム＞

教室講座 151-421 ¥471,000 ¥346,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-441 ¥481,000 ¥356,000
Web通信講座 151-461 ¥440,000 ¥315,000

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

1年総合本科生プラス
＜スタンダード＞

教室講座 151-354 ¥533,000 ¥408,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-374 ¥543,000 ¥418,000
Web通信講座 151-394 ¥502,000 ¥377,000

1年総合本科生
＜スタンダード＞

教室講座 151-360 ¥502,000 ¥377,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-380 ¥512,000 ¥387,000
Web通信講座 151-400 ¥471,000 ¥346,000

1年本科生
＜スタンダード＞

教室講座 151-366 （37F     ） ¥471,000 ¥346,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-386 （39F     ） ¥481,000 ¥356,000
Web通信講座 151-406 （41F     ） ¥440,000 ¥315,000

1年
本科生

12.5 OFF
通常受講料から

万
円

2014年
5/1�～5/31�

申込期間

1年
本科生

2014年
4/1�～4/30�

申込期間

13.0 OFF
通常受講料から

万
円


