
司法書士司法書士
2015年合格目標2015年合格目標

50,000円OFF!50,000円OFF!
受講料例：2015年合格目標 速修総合本科生プラス（教室講座）

10ヵ月速修本科生10ヵ月速修本科生
8ヵ月速修本科生8ヵ月速修本科生

早期申込割引キャンペーン早期申込割引キャンペーン

通常受講料 502,000円

▼早割受講料 452,000円

教育訓練給付制度指定コース有り
対象：8ヵ月速修本科生（山本オートマチック・スタンダード）

2014年7月1日火まで
2015年合格目標10ヵ月速修本科生

2014年7月1日火まで
2015年合格目標10ヵ月速修本科生

2014年9月1日月まで
2015年合格目標８ヵ月速修本科生

2014年9月1日月まで
2015年合格目標８ヵ月速修本科生

▼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。

244-0303-1001-19　有効期限：2014/09/01

■資料請求・お問い合わせはこちらから

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

【Wセミナーホームページ】

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

Ⓡ

早割早割
通常受講料から

新コースも対象
！



2015年合格目標司法書士 速修本科生
早割［早期申込割引］キャンペーン受講料一覧

※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。
※再受講割引・受験経験者割引・司法試験受験者割引・行政書士割引・宅建割引・土地家屋調査士割引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、上記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。
　　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。

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！

10ヵ月速修
本科生

2014年
4/10�～7/1�

申込期間

5 OFF
通常受講料から

万
円

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

NEW!

10ヵ月速修総合本科生プラス
＜山本オートマチック＞

教室講座 151-59R ¥502,000 ¥452,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-59X ¥513,000 ¥463,000
Web通信講座 151-593 ¥471,000 ¥421,000

NEW!

10ヵ月速修総合本科生
＜山本オートマチック＞

教室講座 151-599 ¥471,000 ¥421,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-6A4 ¥482,000 ¥432,000
Web通信講座 151-6A9 ¥440,000 ¥390,000

10ヵ月速修本科生
＜山本オートマチック＞

教室講座 151-6B5 ¥440,000 ¥390,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-6C0 ¥451,000 ¥401,000
Web通信講座 151-6C5 ¥409,000 ¥359,000

竹
下
合
格
シ
ス
テ
ム

NEW!

10ヵ月速修総合本科生
＜竹下合格システム＞

教室講座 151-58N ¥471,000 ¥421,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-58T ¥482,000 ¥432,000
Web通信講座 151-580 ¥440,000 ¥390,000

10ヵ月速修本科生
＜竹下合格システム＞

教室講座 151-586 ¥440,000 ¥390,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-59B ¥451,000 ¥401,000
Web通信講座 151-59H ¥409,000 ¥359,000

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

NEW!

10ヵ月速修総合本科生プラス
＜スタンダード＞

教室講座 151-57B ¥502,000 ¥452,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-57G ¥513,000 ¥463,000
Web通信講座 151-57L ¥471,000 ¥421,000

NEW!

10ヵ月速修総合本科生
＜スタンダード＞

教室講座 151-57R ¥471,000 ¥421,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-57V ¥482,000 ¥432,000
Web通信講座 151-571 ¥440,000 ¥390,000

10ヵ月速修本科生
＜スタンダード＞

教室講座 151-576 ¥440,000 ¥390,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-58A ¥451,000 ¥401,000
Web通信講座 151-58F ¥409,000 ¥359,000

8ヵ月速修
本科生

2014年
4/10�～9/1�

申込期間

5 OFF
通常受講料から

万
円

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

NEW!

8ヵ月速修総合本科生プラス
＜山本オートマチック＞

教室講座 151-6Q2 ¥502,000 ¥452,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-6Q7 ¥513,000 ¥463,000
Web通信講座 151-6R2 ¥471,000 ¥421,000

NEW!

8ヵ月速修総合本科生
＜山本オートマチック＞

教室講座 151-6R8 ¥471,000 ¥421,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-6S3 ¥482,000 ¥432,000
Web通信講座 151-6S8 ¥440,000 ¥390,000

8ヵ月速修本科生
＜山本オートマチック＞

教室講座 151-6T4 （60B  ） ¥440,000 ¥390,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-6U0 （60G  ） ¥451,000 ¥401,000
Web通信講座 151-6U6 （60L  ） ¥409,000 ¥359,000

竹
下
合
格
シ
ス
テ
ム

NEW!

8ヵ月速修総合本科生
＜竹下合格システム＞

教室講座 151-6L6 ¥471,000 ¥421,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-6M1 ¥482,000 ¥432,000
Web通信講座 151-6M6 ¥440,000 ¥390,000

8ヵ月速修本科生
＜竹下合格システム＞

教室講座 151-6N2 ¥440,000 ¥390,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-6N7 ¥451,000 ¥401,000
Web通信講座 151-6P2 ¥409,000 ¥359,000

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

NEW!

8ヵ月速修総合本科生プラス
＜スタンダード＞

教室講座 151-6G2 ¥502,000 ¥452,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-6G6 ¥513,000 ¥463,000
Web通信講座 151-6H0 ¥471,000 ¥421,000

NEW!

8ヵ月速修総合本科生
＜スタンダード＞

教室講座 151-6H5 ¥471,000 ¥421,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-6H9 ¥482,000 ¥432,000
Web通信講座 151-6J3 ¥440,000 ¥390,000

8ヵ月速修本科生
＜スタンダード＞

教室講座 151-6J8 （6X6  ） ¥440,000 ¥390,000個別DVD講座
DVD通信講座 151-6K3 （6Y0  ） ¥451,000 ¥401,000
Web通信講座 151-6K8 （6Y4  ） ¥409,000 ¥359,000


