
消費税10%の税込価格につきましては、10円未満の金額を四捨五入しております。

■注意事項

■「受講形態」について

答練・公開模試の添削済答案及び成績表は、原則Webでの閲覧となります。郵送返却をご希望の方は、有料となります。郵送返却オプションのお申込は、原則、通学受験の場合は実施
日当日まで、自宅受験の場合は第1回の教材発送日の1週間前までとなります。精撰答練【ファイナル編】以降の講座につきましては、2023年12月以降発行されるパンフレット・ＨＰをご参
照ください。

※講座のお申込みにあたっては、必ずパソコンのインターネット接続環境とパソコンのＥメールアドレスをご用意ください。インターネット接続環境をお持ちでない場合、通学講座・通信講座とも　①質
問や学習相談ができるインターネットフォロー、②添削済み答案ならびに成績表等のスコアオンライン、③法改正に伴う情報提供があった場合の情報提供のご利用ができませんので、予めご了承下
さい。
※法改正に伴う補講や追加資料の配布・教材の訂正につきましては、原則として全てWeb・またはＥメールにてご提供させて頂きます。

※Web動画 ： 講義内容をインターネットで動画配信するサービスです。Web動画フォロー付きの通学講座の場合、欠席時や予習・復習にweb動画をご活用頂けます。
※音声DL ： 講義内容の音声をダウンロードできるデータ形式で配信するサービスです。音声DLフォロー付きの通学講座の場合、欠席時や予習・復習にダウンロードした音声データをご活用頂け
ます。
※DVD ： 講義内容を収録したDVDを発送します。DVDフォロー付きの通学講座の場合、欠席時や予習・復習にDVDをご活用頂けます。

SB24049

自宅受験(解説：DVD付) 会場受験 SB24050

■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、書店及び一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込される場合の受付価格です。■提携校通学とは、LEC提携校でWebまたはDVD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。■オプション【提携校通学】は、Web講座、DVD講座と同時申込の場合のみ、受付が可能です。■「提携校通学（模擬試験通学）／
会場受験」とはLEC提携校にて会場受験して頂く模擬試験です。実施状況は提携校によって異なりますので、お申込み前に必ずお申込みの提携校窓口までお問合せ下さい。■「提携校通学（模擬
試験通信）」とはご自宅に発送された教材を用いて、ご自宅受験して頂く模擬試験です。

493,350円
SB24049

自宅受験(解説：Web+音声DL付) 会場受験 SB24050

通信DVD講座
自宅受験(解説：DVD付)

587,400円 597,400円 587,400円

答練 模試 (10%税込) 合計金額(10%税込)

通信講座

通信Web＋音声DL講座
自宅受験(解説：Web+音声DL付)

10,000円

493,350円 503,350円

SB24050

　　一般価格 【2022年12月1日(木)～2024年6月30日(日)】 　　　( テキスト代/過去問題集・六法は除く ) 

受講形態 入学金
(10%税込)

受講料
(10%税込)

一般価格合計 代理店書店価格
講座コード

講義

SB24049

自宅受験(解説：Web+音声DL付) 会場受験 SB24050

通信DVD講座
自宅受験(解説：DVD付)

567,400円 577,400円 567,400円
SB24049

代理店書店価格

通信講座

通信Web＋音声DL講座
自宅受験(解説：Web+音声DL付)

10,000円

473,350円 483,350円 473,350円

自宅受験(解説：DVD付) 会場受験

講義 答練 模試 入学金 受講料 合計金額

SB24049

自宅受験(解説：DVD付) 会場受験 SB24050
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　 【2022年11月30日(水)まで】　　＜第4弾 早期割引価格＞　一般価格から2万円OFF 　　　( テキスト代/過去問題集・六法は除く ) 

受講形態 2022年11月30日(水)まで早期割引価格(10%税込)
講座コード

463,350円
SB24049

自宅受験(解説：Web+音声DL付) 会場受験 SB24050

通信DVD講座
自宅受験(解説：DVD付)

557,400円 567,400円 557,400円

入学金 受講料 合計金額 代理店書店価格

通信講座

通信Web＋音声DL講座
自宅受験(解説：Web+音声DL付)

10,000円

463,350円 473,350円

SB24050
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 　【2022年10月31日(月)まで】　　＜第3弾 早期割引価格＞　一般価格から3万円OFF 　　　( テキスト代/過去問題集・六法は除く ) 

受講形態 2022年10月31日(月)まで早期割引価格(10%税込)
講座コード

講義 答練 模試

SB24049

自宅受験(解説：Web+音声DL付) 会場受験 SB24050

通信DVD講座
自宅受験(解説：DVD付)

542,400円 552,400円 542,400円
SB24049

代理店書店価格

通信講座

通信Web＋音声DL講座
自宅受験(解説：Web+音声DL付)

10,000円

448,350円 458,350円 448,350円

自宅受験(解説：DVD付) 会場受験

講義 答練 模試 入学金 受講料 合計金額

SB24049

自宅受験(解説：DVD付) 会場受験 SB24050
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 【2022年9月30日(金)まで】　＜第2弾 早期割引価格＞　一般価格から4.5万円OFF 　　　( テキスト代/過去問題集・六法は除く ) 

受講形態 2022年9月30日(金)まで早期割引価格(10%税込)
講座コード

433,350円
SB24049

自宅受験(解説：Web+音声DL付) 会場受験 SB24050

通信DVD講座
自宅受験(解説：DVD付)

527,400円 537,400円 527,400円

通信講座

通信Web＋音声DL講座
自宅受験(解説：Web+音声DL付)

10,000円

433,350円 443,350円

答練 模試 入学金 受講料 合計金額 代理店書店価格

本コースでは、書式ベーシック（初級書式問題集）不動産登記法・商業登記法が受講料込みとなります。別途お買い求めにならないようお気をつけください。
なお司法書士合格講座必須テキスト「ブレークスルーテキスト」は別途ご購入が必要となります。コースお申込とあわせて、ご購入ください。

全冊ブレークスルーテキスト受付コード：SB24332

インプット＋アウトプット一括／【全221回】　　( テキスト代/過去問題集・六法除く )
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  　【2022年7月31日(日)まで】　　　＜第1弾 早期割引価格＞　一般価格から6万円OFF 　　　( テキスト代/過去問題集・六法は除く ) 

受講形態 2022年7月31日(日)まで早期割引価格(10%税込)
講座コード

講義

受講料のご案内 ※お申込み時の注意点・ご案内について、お申込み前に必ず巻頭をご確認ください。

2024年合格を目指す
新15ヵ月合格コース＜秋生＞ ＜解約・返品について＞ ※詳細はhttp://www.lec-jp.com/kouzamoushikomi.htmlをご

覧下さい。【コース・パック・講座】弊社所定書面をご提出下さい。実施済受講料、
手数料等を精算の上返金します。教材等の返送料はご負担頂きます。【書籍・レジュ
メ等の物品】弊社有責の場合を除き、解約・返品はできません。スタンダードプラス 【通信講座】

ご注意！

ご注意



消費税10%の税込価格につきましては、10円未満の金額を四捨五入しております。

■注意事項

■「受講形態」について

■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、書店及び一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込される場合の受付価格です。■提携校通学とは、LEC提携校でWebまたはDVD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。■オプション【提携校通学】は、Web講座、DVD講座と同時申込の場合のみ、受付が可能です。■「提携校通学（模擬試験通学）／
会場受験」とはLEC提携校にて会場受験して頂く模擬試験です。実施状況は提携校によって異なりますので、お申込み前に必ずお申込みの提携校窓口までお問合せ下さい。■「提携校通学（模擬
試験通信）」とはご自宅に発送された教材を用いて、ご自宅受験して頂く模擬試験です。

答練・公開模試の添削済答案及び成績表は、原則Webでの閲覧となります。郵送返却をご希望の方は、有料となります。郵送返却オプションのお申込は、原則、通学受験の場合は実施
日当日まで、自宅受験の場合は第1回の教材発送日の1週間前までとなります。精撰答練【ファイナル編】以降の講座につきましては、2023年12月以降発行されるパンフレット・ＨＰをご参
照ください。

※講座のお申込みにあたっては、必ずパソコンのインターネット接続環境とパソコンのＥメールアドレスをご用意ください。インターネット接続環境をお持ちでない場合、通学講座・通信講座とも　①質
問や学習相談ができるインターネットフォロー、②添削済み答案ならびに成績表等のスコアオンライン、③法改正に伴う情報提供があった場合の情報提供のご利用ができませんので、予めご了承下
さい。
※法改正に伴う補講や追加資料の配布・教材の訂正につきましては、原則として全てWeb・またはＥメールにてご提供させて頂きます。

※Web動画 ： 講義内容をインターネットで動画配信するサービスです。Web動画フォロー付きの通学講座の場合、欠席時や予習・復習にweb動画をご活用頂けます。
※音声DL ： 講義内容の音声をダウンロードできるデータ形式で配信するサービスです。音声DLフォロー付きの通学講座の場合、欠席時や予習・復習にダウンロードした音声データをご活用頂け
ます。
※DVD ： 講義内容を収録したDVDを発送します。DVDフォロー付きの通学講座の場合、欠席時や予習・復習にDVDをご活用頂けます。

SB24050
自宅受験 SB24049

DVD＋提携校通学 提携校通学(解説：DVD付)
提携校通学

682,550円 692,550円 682,550円

提携校通学
572,550円 582,550円 572,550円

SB24050
自宅受験 SB24049

SA24049

DVDフォロー付 会場受験(解説：DVD付) 682,550円 692,550円 682,550円 SA24050

合計金額(10%税込)

通学講座

Web+音声DLフォロー付 会場受験(解説：Web+音声DL付)

10,000円

572,550円 582,550円 572,550円

Web+音声DL
+提携校通学

提携校通学
(解説：Web+音声DL付)

受講形態 入学金
(10%税込)

受講料
(10%税込)

一般価格合計 代理店書店価格
講座コード

講義 答練 模試 (10%税込)

652,550円
SB24050

自宅受験 SB24049

　　一般価格 【2022年12月1日(木)～2024年6月30日(日)】 　　　( テキスト代/過去問題集・六法は除く ) 

通学講座 10,000円

542,550円 552,550円

552,550円 542,550円
SB24050

自宅受験 SB24049

DVD＋提携校通学 提携校通学(解説：DVD付)
提携校通学

652,550円 662,550円

652,550円 662,550円 652,550円 SA24050

Web+音声DLフォロー付 会場受験(解説：Web+音声DL付)

Web+音声DL
+提携校通学

提携校通学
(解説：Web+音声DL付)

提携校通学
542,550円

答練 模試 入学金 受講料

DVDフォロー付 会場受験(解説：DVD付)

SB24050
自宅受験 SB24049

●
第
４
弾
●

　 【2022年11月30日(水)まで】　　＜第4弾 早期割引価格＞　一般価格から3万円OFF 　　　( テキスト代/過去問題集・六法は除く ) 

受講形態 2022年11月30日(水)まで早期割引価格(10%税込)

542,550円 SA24049

講座コード
講義

DVD＋提携校通学 提携校通学(解説：DVD付)
提携校通学

642,550円 652,550円 642,550円

合計金額 代理店書店価格

提携校通学
532,550円 542,550円 532,550円

SB24050
自宅受験 SB24049

SA24049

DVDフォロー付 会場受験(解説：DVD付) 642,550円 652,550円 642,550円 SA24050

代理店書店価格

通学講座

Web+音声DLフォロー付 会場受験(解説：Web+音声DL付)

10,000円

532,550円 542,550円 532,550円

Web+音声DL
+提携校通学

提携校通学
(解説：Web+音声DL付)

講義 答練 模試 入学金 受講料 合計金額

627,550円
SB24050

自宅受験 SB24049
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 　【2022年10月31日(月)まで】　　＜第3弾 早期割引価格＞　一般価格から4万円OFF 　　　( テキスト代/過去問題集・六法は除く ) 

受講形態 2022年10月31日(月)まで早期割引価格(10%税込)
講座コード

527,550円 517,550円
SB24050

自宅受験 SB24049

DVD＋提携校通学 提携校通学(解説：DVD付)
提携校通学

627,550円 637,550円

517,550円 SA24049

DVDフォロー付 会場受験(解説：DVD付) 627,550円 637,550円 627,550円 SA24050

通学講座

Web+音声DLフォロー付 会場受験(解説：Web+音声DL付)

10,000円

517,550円 527,550円

Web+音声DL
+提携校通学

提携校通学
(解説：Web+音声DL付)

提携校通学
517,550円

答練 模試 入学金 受講料 合計金額 代理店書店価格

SB24050
自宅受験 SB24049
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 【2022年9月30日(金)まで】　　＜第2弾 早期割引価格＞　一般価格から5.5万円OFF 　　　( テキスト代/過去問題集・六法は除く ) 

受講形態 2022年9月30日(金)まで早期割引価格(10%税込)
講座コード

講義

DVD＋提携校通学 提携校通学(解説：DVD付)
提携校通学

612,550円 622,550円 612,550円

提携校通学
502,550円 512,550円 502,550円

SB24050
自宅受験 SB24049

SA24049

DVDフォロー付 会場受験(解説：DVD付) 612,550円 622,550円 612,550円 SA24050

代理店書店価格

通学講座

Web+音声DLフォロー付 会場受験(解説：Web+音声DL付)

10,000円

502,550円 512,550円 502,550円

Web+音声DL
+提携校通学

提携校通学
(解説：Web+音声DL付)

講義 答練 模試 入学金 受講料 合計金額

本コースでは、書式ベーシック（初級書式問題集）不動産登記法・商業登記法が受講料込みとなります。別途お買い求めにならないようお気をつけください。
なお司法書士合格講座必須テキスト「ブレークスルーテキスト」は別途ご購入が必要となります。コースお申込とあわせて、ご購入ください。

全冊ブレークスルーテキスト受付コード：SB24332

インプット＋アウトプット一括／【全221回】　　( テキスト代/過去問題集・六法除く )
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 　【2022年7月31日(日)まで】　　　＜第1弾 早期割引価格＞　一般価格から7万円OFF 　　　( テキスト代/過去問題集・六法は除く ) 

受講形態 2022年7月31日(日)まで早期割引価格(10%税込)
講座コード

受講料のご案内 ※お申込み時の注意点・ご案内について、お申込み前に必ず巻頭をご確認ください。

2024年合格を目指す
新15ヵ月合格コース＜秋生＞ ＜解約・返品について＞ ※詳細はhttp://www.lec-jp.com/kouzamoushikomi.htmlをご

覧下さい。【コース・パック・講座】弊社所定書面をご提出下さい。実施済受講料、
手数料等を精算の上返金します。教材等の返送料はご負担頂きます。【書籍・レジュ
メ等の物品】弊社有責の場合を除き、解約・返品はできません。スタンダードプラス 【通学講座】

ご注意！

ご注意
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