
　2023年合格目標　行政書士　コース受講料
(全て10%税込価格)

インターネット質問フォロー（教えてチューター付）

【早期割引価格】　第１弾：５万円割引　（22年7月25日～10月31日まで）

答練・模試

会場受験 　GA23001※

答練：自宅／模試：会場 GA23002

会場受験 GA23003

答練：自宅／模試：会場 GA23004

会場受験 　GB23001※

自宅受験 　GB23003※

答練：自宅／模試：会場 　GB23002※

会場受験 　GB23004※

自宅受験 　GB23006※

答練：自宅／模試：会場 　GB23005※

※教育訓練給付制度対象コース　(提携校通学は対象外)

★【提携校通学】の＜答練・模試会場受験＞の実施形態はございません。

◆有料オプション(一括)◆

一般価格(10%税込) 講座コード

3,850円 GB23534

1,100円 GB23881

550円 GB23886

一般価格(10%税込) 講座コード

7,130円 GA55025

20,370円 GA55026

30,560円 GA55027

★１１月以降も早期申込割引を実施します★

【パーフェクトコース早期申込割引】

　　　第２弾　一般価格から　4万円割引　(2022年11月1日(火)～12月31(土)まで)
       第３弾　一般価格から  3万円割引　(2023年  1月1日(日)～  2月28(火)まで)
       第４弾　一般価格から  2万円割引　(2023年  3月1日(水)～  3月31(金)まで)

　●パーフェクトコース（全80回）

講座

３ヶ月

209,000円 215,600円

講座コード

１ヶ月

６ヶ月

10月末まで
早期割引価格

大学生協・
書籍部価格

代理店・
書店価格

受講形態

通学

Web+スマホ+音声DLフォロー付 185,000円 175,750円 181,300円

DVDフォロー付 220,000円

成績表郵送返却

175,750円 181,300円

DVD 220,000円 209,000円 215,600円

通信/
提携校通学

Web（スマホ+音声DL付） 185,000円

　科目別答練　　全7回 

　公開模擬試験　全2回 

　ファイナル模試　全1回 

2023　Ｗｅｂシート利用権

■Ｗｅｂシートのご利用について■

【Ｗｅｂシート利用権について】

・LEC各本校でのPC端末で講座を視聴していただく、有料講座受講生向けサービスです。

・ご利用にあたっては、1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月の中からご希望の利用期間をお選びいただき、LEC各本校窓口にてご購入ください。

・Webシートは、単体でのお申込はお受けできません。対象「講座・コース」の通信講座 Web動画＋音声DLを既にお申込の方のみ承ります。

・LEC本校ごとに、常設シートでのご利用やモバイルPCを貸し出してのご利用など、Ｗｅｂシートの提供方法は異なります。詳しくは各本校窓口へお問合せください。

・Ｗｅｂシートのご利用方法は各本校によって異なります。ご利用先本校へ確認下さい。

・Webシート利用権はご登録いただいた受講地のみで利用できます。ご登録いただいた後の受講地の変更はできません。

・学習に必要な教材は、各自でお持ち下さい。

・本校PCでは、LECに関係のないページは、ご覧頂けません。また、データの保存、及びUSB・フロッピー等の使用は出来ません。

・提携校通学でお申込の方は、Webシートをご利用いただけません。

・ご利用期限は、Web講座の視聴期限までとなります。

【Ｗｅｂシート利用権のご購入について】

・ご利用にあたっては、1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月の中からご希望の利用期間をお選びいただき、LEC各本校窓口にてご購入ください。

・7ヶ月以上のご購入をご希望の場合、6ヶ月＋3ヶ月のように組み合わせてご購入ください。

・Ｗｅｂシート利用権をお申込される場合、基準となる講座のお申込確認が必要となりますので、代理店価格はございません。ＬＥＣ各本校の窓口又はコールセンターのみで承ります。

【Ｗｅｂシート利用権のご解約について】

・「Webシート利用権」の取消・解約等により、当社がお客様に返金する金額は、次のとおり算出します。「未経過月分のWebシート利用料相当額」－「解約手数料」＝返金額

・Ｗｅｂシート利用権の未経過月分について、毎月初日の開始によって当該月は経過したものと看做されます。

つまり、当月の1日以降に解約の申し入れをされた場合は翌月分からのご解約となりますので、ご注意ください。

・解約手数料は「受領済受講料」の20％に相当する額をいいます。

・基準となる有料講座をご解約された場合は、自動的にＷｅｂシート利用権も解約となります。予めご了承ください。

■成績表返却について■

・成績表は、Ｗｅｂで閲覧いただきます。（対象講座：科目別答練、行政書士

公開模試、ファイナル模試）

・Ｗｅｂ（Score Online）で閲覧いただくにはＬＥＣ Ｍｙページ（お客様専用ペー

ジ）へご登録いただく必要がございます（登録無料）。

・成績表の郵送返却をご希望の方は、別途＜成績表返却オプション（有料）

＞のお申込みが必要となります。
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　2023年合格目標　行政書士　コース受講料
(全て10%税込価格)

インターネット質問フォロー（教えてチューター付）

【LEC再受講割引】

答練・模試

会場受験 　GA23001※

答練：自宅／模試：会場 GA23002

会場受験 GA23003

答練：自宅／模試：会場 GA23004

会場受験 　GB23001※

自宅受験 　GB23003※

答練：自宅／模試：会場 　GB23002※

会場受験 　GB23004※

自宅受験 　GB23006※

答練：自宅／模試：会場 　GB23005※

※教育訓練給付制度対象コース　(提携校通学は対象外)

★【提携校通学】の＜答練・模試会場受験＞の実施形態はございません。

【行政書士本試験受験生割引】

答練・模試

会場受験 　GA23001※

答練：自宅／模試：会場 GA23002

会場受験 GA23003

答練：自宅／模試：会場 GA23004

会場受験 　GB23001※

自宅受験 　GB23003※

答練：自宅／模試：会場 　GB23002※

会場受験 　GB23004※

自宅受験 　GB23006※

答練：自宅／模試：会場 　GB23005※

※教育訓練給付制度対象コース　(提携校通学は対象外)

★【提携校通学】の＜答練・模試会場受験＞の実施形態はございません。

【他資格合格者割引／LEC他資格受講生割引】

答練・模試

会場受験 　GA23001※

答練：自宅／模試：会場 GA23002

会場受験 GA23003

答練：自宅／模試：会場 GA23004

会場受験 　GB23001※

自宅受験 　GB23003※

答練：自宅／模試：会場 　GB23002※

会場受験 　GB23004※

自宅受験 　GB23006※

答練：自宅／模試：会場 　GB23005※

※教育訓練給付制度対象コース　(提携校通学は対象外)

★【提携校通学】の＜答練・模試会場受験＞の実施形態はございません。

【一般価格 】

答練・模試

会場受験 　GA23001※

答練：自宅／模試：会場 GA23002

会場受験 GA23003

答練：自宅／模試：会場 GA23004

会場受験 　GB23001※

自宅受験 　GB23003※

答練：自宅／模試：会場 　GB23002※

会場受験 　GB23004※

自宅受験 　GB23006※

答練：自宅／模試：会場 　GB23005※

※教育訓練給付制度対象コース　(提携校通学は対象外です)

★【提携校通学】の＜答練・模試会場受験＞の実施形態はございません。

　●パーフェクトコース（全80回）

講座コード 一般価格
大学生協・
書籍部価格

代理店・
書店価格

受講形態

講座

通学

Web+スマホ+音声DLフォロー付 235,000円 223,250円 230,300円

DVDフォロー付 270,000円 256,500円 264,600円

270,000円 256,500円

通信/
提携校通学

Web（スマホ+音声DL付） 235,000円 223,250円

216,000円

188,000円 178,600円

通信/
提携校通学

230,300円

DVD 264,600円

他資格合格者・受験生
20％割引価格

大学生協・
書籍部価格

代理店・
書店価格

講座コード
受講形態

講座

通学

Web+スマホ+音声DLフォロー付 184,240円

DVDフォロー付 216,000円 205,200円

179,550円

179,550円

185,220円

156,275円 161,210円

DVD

205,200円

211,680円

通信/
提携校通学

Web（スマホ+音声DL付） 188,000円 178,600円 184,240円

DVD 211,680円

189,000円

講座コード
LEC再受講

35％割引価格
大学生協・
書籍部価格

166,725円

175,500円 166,725円

講座コード

171,990円

代理店・
書店価格

通学

Web+スマホ+音声DLフォロー付 152,750円 145,112円 149,695円

DVDフォロー付

受講形態

171,990円

講座

通信/
提携校通学

Web（スマホ+音声DL付） 152,750円 145,112円 149,695円

DVD

156,275円

受講形態

講座

161,210円

DVDフォロー付 189,000円

Web（スマホ+音声DL付） 164,500円

通学

175,500円

185,220円

本試験受験生
30％割引価格

大学生協・
書籍部価格

代理店・
書店価格

Web+スマホ+音声DLフォロー付 164,500円

・成績表は、Ｗｅｂで閲覧いただきます。（対象講座：科目別答練、行政書士

・成績表の郵送返却をご希望の方は、別途＜成績表返却オプション（有料）
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