
・ WebまたはDVDの担当講師は、宮口聡講師/納冨美和講師/江口裕之講師よりご選択いただけます。

・

・

・

※
※
※
※
※

３．返品に伴う送料は、お客様負担となります。その他、教育クレジット手数料、ポイントの精算等の詳細につきましては、お申込前に必ず、LEC申込規定第３条【解約・返金等】をご参照ください。

一般価格とは、LEC各本校・LEC提携校・LEC通信事業本部・LECオンラインショップにてお申込みされる場合の受付価格です。
代理店価格とは、ＬＥＣと代理店契約を結んでいる大学内の生協、購買会、書店にてお申込みされる場合の受付価格です。
上記代理店価格を利用される場合は、必ず本冊子を代理店窓口までご持参ください。
提携校通学とは、LEC提携校でWebまたはDVDの講義を受講する場合の受講料です。お申込みは、直接、提携校窓口にてお願いします。LEC本校では受付できません。
在庫状況や物流事情の影響により、お申込みから教材がお手元に届くまでに10日～２週間程度かかる場合があります。予めご了承ください。

※ 講義の実施スケジュールは、事前の予告なく変更または中止する場合があります。また、通学（生講義、DVD講義）等の教室で実施する講義につきましては、受講申込者が５名以下の場合はやむを得ず他の受講形態へ変
更またはクラス実施を中止させていただく場合があります。予めご了承ください。

【解約・返品について】 １．LEC申込規定第３条【解約・返金等】(https://www.lec-jp.com/kouzamoushikomi.html)によるものとします。

２．弊社所定書面をご提出下さい。実施済受講料、解約手数料等を差し引いた上で返金させていただきます。

2022年合格目標　１年合格ベーシックコース
インプット＋アウトプット一括

【一般価格】 2021年6月1日(火)～ 2022年7月31日(日)

受講形態
一般価格
（税込）

代理店価格
（税込）

講座コード１年合格ベーシックコース

インプット アウトプット

当オプションは、通学受講の場合は開講日当日まで、通信受講の場合は各講座の教材初回発送日までにお申込手続を行ってください。以降のお申込みはできません。

答案郵送返却／成績表発送オプションのご案内

添削答案や成績表は、『Myページ』（お客様専用ページ）にてご確認いただけますが、郵送での返却をご希望の方には、下記オプションをお申込みいただくことが可能です。

MA22001

通信 解説提携校Ｗｅｂ MB22001(提携校通学)

ＤＶＤフォロー付き
通学(解説ＤＶＤ)

583,000 円 573,000 円
MA22002

通信 解説提携校ＤＶＤ MB22001(提携校通学)

通学講座

Ｗｅｂ＋音声ＤＬフォロー付き
通学(解説Ｗｅｂ)

539,000 円 529,000 円

539,000 円 529,000 円
MB22003

通信  解説ＤＶＤ MB22001

短答基礎力完成講座【答練編】成績表発送オプション 7,150 円 MB22537

アウトプット部分の「論文合格答案講座」「論文直前答練【後期】」の解説講義の受講形態は、１年合格ベーシックコースのお申込形態に準じて、WebまたはDVDとなります。

合格ナビゲートゼミにはWebフォロー/DVDフォローはございません。

通信講座

Ｗｅｂ＋音声ＤＬ
通学(解説Ｗｅｂ)

495,000 円 485,000 円
MB22002

MA22002＋MA22492628,000 円638,000 円通学(解説ＤＶＤ)ＤＶＤフォロー付き

通学講座
合格ナビゲートゼミ

付き

対象
一般価格
（税込）

講座コード

論文基礎力完成講座【答練編】答案郵送返却オプション 4,400 円 MB22227

MA22001＋MA22492584,000 円594,000 円通学(解説Ｗｅｂ)Ｗｅｂ＋音声ＤＬフォロー付き

通信  解説Ｗｅｂ MB22001

ＤＶＤ
通学(解説ＤＶＤ)
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※
※
※
※
※

受講形態
早期割引価格

（税込）
代理店価格
（税込）

講座コード

【早期割引価格 第１弾】 2020年12月1日(火) ～ 2021年1月31日(日) 一般価格より10万円OFF！

※ 講義の実施スケジュールは、事前の予告なく変更または中止する場合があります。また、通学（生講義、DVD講義）等の教室で実施する講義につきましては、受講申込者が５名以下の場合はやむを得ず他の受講形態へ変
更またはクラス実施を中止させていただく場合があります。予めご了承ください。

538,000 円 528,000 円

受講形態
早期割引価格

（税込）
代理店価格
（税込）

講座コード１年合格ベーシックコース

インプット アウトプット

通学(解説ＤＶＤ)
483,000 円 473,000 円

MA22002+MC22211

通信 解説提携校ＤＶＤ

【解約・返品について】 １．LEC申込規定第３条【解約・返金等】(https://www.lec-jp.com/kouzamoushikomi.html)によるものとします。

２．弊社所定書面をご提出下さい。実施済受講料、解約手数料等を差し引いた上で返金させていただきます。

３．返品に伴う送料は、お客様負担となります。その他、教育クレジット手数料、ポイントの精算等の詳細につきましては、お申込前に必ず、LEC申込規定第３条【解約・返金等】をご参照ください。

一般価格とは、LEC各本校・LEC提携校・LEC通信事業本部・LECオンラインショップにてお申込みされる場合の受付価格です。
代理店価格とは、ＬＥＣと代理店契約を結んでいる大学内の生協、購買会、書店にてお申込みされる場合の受付価格です。
上記代理店価格を利用される場合は、必ず本冊子を代理店窓口までご持参ください。
提携校通学とは、LEC提携校でWebまたはDVDの講義を受講する場合の受講料です。お申込みは、直接、提携校窓口にてお願いします。LEC本校では受付できません。
在庫状況や物流事情の影響により、お申込みから教材がお手元に届くまでに10日～２週間程度かかる場合があります。予めご了承ください。

MB22001(提携校通学)+MC22211

MA22002+MA22492+MC22211

通学講座

Ｗｅｂ＋音声ＤＬフォロー付き
通学(解説Ｗｅｂ)

439,000 円 429,000 円
MA22001+MC22211

通信 解説提携校Ｗｅｂ MB22001(提携校通学)+MC22211

ＤＶＤフォロー付き

通学講座
合格ナビゲートゼミ

付き

Ｗｅｂ＋音声ＤＬフォロー付き 通学(解説Ｗｅｂ) 494,000 円 484,000 円 MA22001+MA22492+MC22211

ＤＶＤフォロー付き 通学(解説ＤＶＤ)

439,000 円 429,000 円
MB22003+MC22211

通信  解説ＤＶＤ MB22001+MC22211

【早期割引価格 第２弾】 2021年2月1日(月) ～ 2021年3月31日(水) 一般価格より８万円OFF！

通信講座

Ｗｅｂ＋音声ＤＬ
通学(解説Ｗｅｂ)

395,000 円 385,000 円
MB22002+MC22211

通信  解説Ｗｅｂ MB22001+MC22211

ＤＶＤ
通学(解説ＤＶＤ)

514,000 円 504,000 円 MA22001+MA22492+MC22211

ＤＶＤフォロー付き 通学(解説ＤＶＤ) 558,000 円 548,000 円 MA22002+MA22492+MC22211

１年合格ベーシックコース

インプット アウトプット

通学講座
合格ナビゲートゼミ

付き

Ｗｅｂ＋音声ＤＬフォロー付き 通学(解説Ｗｅｂ)

503,000 円 493,000 円
MA22002+MC22211

通信 解説提携校ＤＶＤ MB22001(提携校通学)+MC22211

通信講座

Ｗｅｂ＋音声ＤＬ
通学(解説Ｗｅｂ)

415,000 円 405,000 円

通学講座

Ｗｅｂ＋音声ＤＬフォロー付き
通学(解説Ｗｅｂ)

459,000 円 449,000 円
MA22001+MC22211

通信 解説提携校Ｗｅｂ MB22001(提携校通学)+MC22211

ＤＶＤフォロー付き
通学(解説ＤＶＤ)

MB22002+MC22211

通信  解説Ｗｅｂ MB22001+MC22211

ＤＶＤ
通学(解説ＤＶＤ)

459,000 円 449,000 円
MB22003+MC22211

通信  解説ＤＶＤ MB22001+MC22211

578,000 円 568,000 円

【早期割引価格 第３弾】 2021年4月1日(木) ～ 2021年5月31日(月) 一般価格より６万円OFF！

受講形態
早期割引価格

（税込）
代理店価格
（税込）

講座コード１年合格ベーシックコース

インプット アウトプット

通学(解説ＤＶＤ)
523,000 円 513,000 円

MA22002+MC22211

通信 解説提携校ＤＶＤ MB22001(提携校通学)+MC22211

MA22002+MA22492+MC22211

通学講座

Ｗｅｂ＋音声ＤＬフォロー付き
通学(解説Ｗｅｂ)

479,000 円 469,000 円
MA22001+MC22211

通信 解説提携校Ｗｅｂ MB22001(提携校通学)+MC22211

ＤＶＤフォロー付き

通学講座
合格ナビゲートゼミ

付き

Ｗｅｂ＋音声ＤＬフォロー付き 通学(解説Ｗｅｂ) 534,000 円 524,000 円 MA22001+MA22492+MC22211

ＤＶＤフォロー付き 通学(解説ＤＶＤ)

479,000 円 469,000 円
MB22003+MC22211

通信  解説ＤＶＤ MB22001+MC22211

通信講座

Ｗｅｂ＋音声ＤＬ
通学(解説Ｗｅｂ)

435,000 円 425,000 円
MB22002+MC22211

通信  解説Ｗｅｂ MB22001+MC22211

ＤＶＤ
通学(解説ＤＶＤ)
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