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オリジナルレジュメ

使用教材（受講料込）

タイムテーブル

前半講義８５分
後半講義８５分

回数

担当講師

宮口�聡�ＬＥＣ専任講師

講座の概要
論文試験において、大多数の受験生が知らないことについては、知らなくても何らマ
イナスではありません。また同様に、大多数の受験生が知らないことを知っていても、
さほどプラスになりません。
しかし、「大多数の受験生が知っていることを知らない」のは、即致命傷となります。
本講座では、青本の重要趣旨を総復習することで、知識面の不安を払拭し、また、そ
の趣旨を違う視点から問われた場合でも、出題者の意図に沿った解答ができるよう、「使
える知識」としての理解を深めることを目的とします。

ポイント

1  頻出傾向にある青本の重要趣旨を 9 時間でコンパクトに総復習
近年の論文試験問題の出題傾向として、制度又は規定の趣旨を訊く問題が出題されて
います。
例えば、平成 30 年度の特許・実用新案Ⅰにおいて特許法条約の趣旨を問う問題が、令
和元年度の商標Ⅰにおいて第 50 条の趣旨に照らして解答する問題が出題されています。
このように、出題が見込まれる可能性の高い青本の重要趣旨を本試験前に総復習するこ
とで、知識面の不安を払拭します。
2  評価に結びつく答案の構成・表現方法を伝授 

青本を出典とする問題の場合、青本に記載されているキーワードを正確に記載しないと、
試験委員の高評価が得られない恐れがあります。一方で、青本をそのまま再現すると、
答案のバランスが崩壊し、時間不足に陥る危険もあります。
知識から内容を如何に構成するのか、如何に表現するのか、といった点が合否を分け
る傾向にある近年は特に、青本のキーワードを効率よく、かつ正確に学びつつ、必要に
応じて端的に表現できる実力が必要です。この講座で、単なる知識問題に終わらない
出題傾向にも、適切に対応できる応用力を身につけてください。
＊本講座は、昨年実施した青本趣旨対策講座［MB19257 特・実編］［MB19259 意・商編］の教材を、2020 年

向けにブラッシュアップした上で新規収録した講座となります。

＊配信終了日：2020/7/31（金）

スケジュール

Ｗｅｂ動画・音声配信日 2020/3/26（木）

教材発送日 2020/3/26（木）

＊使用教材は、スケジュールの通り発送いたしま
す。Web 上ではご覧いただけませんので予めご
了承ください。また、講義内で発生した「板書」
に関しましては発送はございません。PDF 化し
たデータを OnlineStudy SP上でご覧ください。

受講料（税込価格）

【解約・返品について】
1.LEC 申込規定第 3条【解約・返金等】（http://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。
■大学生協・書籍部価格とは、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。
■代理店書店価格とは、LECと代理店契約を結んでいる、一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込みされる場合の受付価格です。
■上記大学生協・書籍部価格、代理店書店価格を利用される場合は、必ず本パンフレットを代理店窓口までご持参ください。
■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。

パック申込者専用カスタマイズ
価格とは、2020年向け論文直前
パック、または、2020年向け初学
者コースをお申込みの方が、ピン
ポイント対策講座を３講座以上
申込む場合の特別価格となりま
す。詳細はP14･15をご覧くださ
い。なお、他の割引制度（eクーポ
ン含む）との併用はできません。

＊オンラインショップからの追加申込
みの場合は特別価格専用のオンライン
ショップよりお申込みいただきます。詳
細はP15をご確認ください。

パック申込者専用
カスタマイズ価格MB20258�/�MB20259

青本重要趣旨の速修 INPUT と題意把握の総合対策

青本趣旨対策講座 
［特・実編］［意・商編］

ピンポイント
対策シリーズ

ピンポイント対策講座を３講座以上お申込みの場合
＊詳細は P14・15 をご覧ください。

受講形態 回数 パック申込者専用
カスタマイズ価格 一般価格 大学生協・�

書籍部価格
代理店
書店価格 講座コード

特・実編 通信Web＋音声DL 3 11,000 円 26,000 円 24,700 円 25,480 円 MB20258
意・商編 通信Web＋音声DL 3 11,000 円 26,000 円 24,700 円 25,480 円 MB20259

全 回3［特・実編］

全 回3［意・商編］
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ピンポイント
対策シリーズ

使用教材（受講料込）

タイムテーブル

前半講義８５分
後半講義８５分

回数

全 回3

担当講師

パック申込者専用
カスタマイズ価格MB20255条約問題対策講座

条約重視の試験傾向対策

講座の概要
多くの受験生にとって条約が絡んだ問題は天敵とも言える分野です。国際出願日の認
定や、各種優先権、さらには拡大先願等の判断基準時が複雑な時系列の中で交錯し、
問題を前に思考が停止してしまった経験をお持ちの方も多いと思います。
本講座は、条約の「何が受験生を混乱させるのか」を分析し、そのポイントを克服す
る講座です。

ポイント

1  条約関係で予想される問題を網羅
最近は、国内法マターを飛び越えて、いきなりパリ優先権や PCT における国際出願制
度の趣旨等の条約絡みの一行問題が出題され、対策に頭を悩ませている受験生の方
も多いと思います。
条約は、2002 年以降、論文の独立科目としては廃されていますが、昨今の実務において、
その理解が弁理士としての資質に大きく関わるという見方はますます強くなっています。
今後も科目を問わず、条約重視の傾向は続くでしょう。したがって、条約を苦手とする
ことは、論文試験において、大きなハンディキャップを背負うことになります。
本講座では、一行問題対策はもちろん、条約絡みで予想される問題を網羅しています。
また、どの科目で、どのような出題をされても対応できるよう、万全の準備を図ります。
2  納冨講師オリジナル「確認リスト」の提供

条約は、PCT でもマドプロでもあくまで各国「出願手続」の負担を軽減するものである
ため、出題は原則として出願段階のみであり、その出題パターンも自ずと限定されます。
その限られた出題パターンを本講座で網羅攻略していただくために、条約マターで準
備すべきことの「確認リスト」を提供します。これによって、漏れなく、効率的に直前期
を過ごせるはずです。
＊ 本講座は、昨年実施した MB19255 条約問題攻略講座の教材を、2020 年向けにブラッシュアップした上で新規

収録した講座となります。

オリジナルレジュメ

＊使用教材は、スケジュールの通り発送いたしま
す。Web 上ではご覧いただけませんので予めご
了承ください。また、講義内で発生した「板書」
に関しましては発送はございません。PDF 化し
たデータを OnlineStudy SP上でご覧ください。

納冨�美和�ＬＥＣ専任講師
＊配信終了日：2020/7/31（金）

スケジュール

Ｗｅｂ動画・音声配信日 2020/3/26（木）

教材発送日 2020/3/26（木）

受講形態 回数 パック申込者専用
カスタマイズ価格 一般価格 大学生協・�

書籍部価格
代理店
書店価格 講座コード

通信Web＋音声DL 3 11,000 円 26,000 円 24,700 円 25,480 円 MB20255

受講料（税込価格）

【解約・返品について】
1.LEC 申込規定第 3条【解約・返金等】（http://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。
■大学生協・書籍部価格とは、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。
■代理店書店価格とは、LECと代理店契約を結んでいる、一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込みされる場合の受付価格です。
■上記大学生協・書籍部価格、代理店書店価格を利用される場合は、必ず本パンフレットを代理店窓口までご持参ください。
■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。

ピンポイント対策講座を３講座以上お申込みの場合
＊詳細は P14・15 をご覧ください。 パック申込者専用カスタマイズ

価格とは、2020年向け論文直前
パック、または、2020年向け初学
者コースをお申込みの方が、ピン
ポイント対策講座を３講座以上
申込む場合の特別価格となりま
す。詳細はP14･15をご覧くださ
い。なお、他の割引制度（eクーポ
ン含む）との併用はできません。

＊オンラインショップからの追加申込
みの場合は特別価格専用のオンライン
ショップよりお申込みいただきます。詳
細はP15をご確認ください。
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オリジナルレジュメ

使用教材（受講料込）

タイムテーブル

前半講義８５分
後半講義８５分

回数

担当講師

＊使用教材は、スケジュールの通り発送いたしま
す。Web 上ではご覧いただけませんので予めご
了承ください。また、講義内で発生した「板書」
に関しましては発送はございません。PDF 化し
たデータを OnlineStudy SP上でご覧ください。

講座の概要
審査基準については、試験に出やすい部分・出にくい部分に濃淡があることは皆さん
ご存知の通りですが、論文試験対策として、どこを知っておくべきなのか、自身ではっ
きりと線を引くのは難しいところです。また、近年、改訂が続き、受験生にとっては、
さらに線引きが困難な状況となっています。
そこで、本講座では、宮口講師が最新の審査基準について、これまでの論文試験出
題傾向と照らし合わせ、「ここまで学習すれば大丈夫」といった範囲を示し、重要項目
を短時間で攻略していきます。
必要に応じて審査便覧等にも言及します。

ポイント

1  底知れない審査基準から試験に出るポイントだけを厳選
条文だけではカバーできない部分を特許庁作成の審査基準という形で補っている産業
財産権法において、審査基準の学習は今や必須と言えるでしょう。
本講座では、審査基準の重要項目を、この直前期に効率よく、合格のために必要な分
だけ修得できるように編成されています。
2  改訂内容（2020 年４月１日施行予定）を盛り込み収録

本年は特に意匠法において、保護対象の拡充や関連意匠制度の拡充などの令和元年
の大改正を受けた改訂がなされ、論文試験にも出題される可能性が否定できません。
本講座は、この改訂を受け、新たに収録を行う講座です。最新の改訂内容を盛り込ん
でいますので、この講座で改訂ポイントを総確認することで、万全の体制で論文試験
へ臨んでいただけます。
＊本講座は2020 年向け論文答練パック ベースアップPLUS にて販売されていたものを、最新の改訂情報を盛り
　込み4 月に新規収録する講座です。

審査基準攻略講座  改訂対応 4 月収録版  

［特・実編］［意・商編］

つい手を拡げてしまいがちな審査基準のガイドラインを示す！

パック申込者専用
カスタマイズ価格

＊配信終了日：2020/7/31（金）

スケジュール

Ｗｅｂ動画・音声配信日 2020/4/9（木）

教材発送日 2020/4/9（木）

MB20254�/�MB20256

宮口�聡�ＬＥＣ専任講師

ピンポイント
対策シリーズ

全 回3［特・実編］

全 回3［意・商編］

受講料（税込価格）

【解約・返品について】
1.LEC 申込規定第 3条【解約・返金等】（http://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。
■大学生協・書籍部価格とは、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。
■代理店書店価格とは、LECと代理店契約を結んでいる、一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込みされる場合の受付価格です。
■上記大学生協・書籍部価格、代理店書店価格を利用される場合は、必ず本パンフレットを代理店窓口までご持参ください。
■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。

パック申込者専用カスタマイズ
価格とは、2020年向け論文直前
パック、または、2020年向け初学
者コースをお申込みの方が、ピン
ポイント対策講座を３講座以上
申込む場合の特別価格となりま
す。詳細はP14･15をご覧くださ
い。なお、他の割引制度（eクーポ
ン含む）との併用はできません。

＊オンラインショップからの追加申込
みの場合は特別価格専用のオンライン
ショップよりお申込みいただきます。詳
細はP15をご確認ください。

ピンポイント対策講座を３講座以上お申込みの場合
＊詳細は P14・15 をご覧ください。

受講形態 回数 パック申込者専用
カスタマイズ価格 一般価格 大学生協・�

書籍部価格
代理店
書店価格 講座コード

特・実編 通信Web＋音声DL 3 11,000 円 26,000 円 24,700 円 25,480 円 MB20254
意・商編 通信Web＋音声DL 3 11,000 円 26,000 円 24,700 円 25,480 円 MB20256

NEW
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ピンポイント
対策シリーズ

オリジナルレジュメ

使用教材（受講料込）

タイムテーブル

前半講義８５分
後半講義８５分

回数

全 回3

担当講師

＊使用教材は、スケジュールの通り発送いたしま
す。Web 上ではご覧いただけませんので予めご
了承ください。また、講義内で発生した「板書」
に関しましては発送はございません。PDF 化し
たデータを OnlineStudy SP上でご覧ください。

MB20253判例論点攻略講座

講座の概要
論文試験で出題される論点は、条文レベル、青本レベル、判例レベル、審査基準レ
ベル等、様々ですが、判例レベルの論点が出題された場合、その判例を知らないとい
うのは、たいへん大きな失点になります。
そこで、本講座では、論文試験において重要と考えられる四法の判例（最高裁判例か
ら下級審判例まで）の中から、宮口講師がピックアップした 100 の厳選論点を解説。
本番で判例レベルの問題が出題された場合でも、書くべきことが浮かばないといった
ことのないよう、万全の対策を行います。

100 の判例を短期間で攻略！［下級審から最高裁までの重要判例］

ポイント

1  膨大な判例から試験に出るポイントだけを厳選
判例の中で最も重要なのは最高裁判例ですが、下級審判例（地裁判例・高裁判例）
の中でも重要なものは存在し、実際に出題もされています。H16 特実Ⅰ…東京高裁
S63.9.13「電導性繊維事件」、H26 特実Ⅰ…東京地裁 H17.2.10「ブラニュート顆粒事
件」、Ｈ 29 意匠法Ⅱ…大阪地裁Ｈ 12.9.12「包装用かご事件」、H18 商標法・H20 商
標法…大阪地判 S62.8.26「BOSS 事件」等です。
ですが、数ある判例の中でどこまで踏みこめばいいのか判断しづらいのが現状です。
そこで本講座では、宮口講師が本年の論文試験に出題が見込まれる判例 100 個を、
約 20 年の講師経験から培われたデータを基にピックアップして解説します。
2  短期間で応用力を高める指導を実践

ただ単に、判例を知っているだけでは論文は書けません。
そこで本講座では、応用例や過去問を示しつつ解説を行っていきます。
権利者側と侵害者側で書き方が異なる場合や、判例と事案が微妙に異なって出題が
なされた場合でも臨機応変に対応できるよう、万全のレクチャーを行います。
＊本講座は 2020 年向け論文答練パックベースアップ PLUS にて販売されていたものと同一講座です。

パック申込者専用
カスタマイズ価格

宮口�聡�ＬＥＣ専任講師
＊配信終了日：2020/7/31（金）

スケジュール

Ｗｅｂ動画・音声配信日 2020/3/26（木）

教材発送日 2020/3/26（木）

【解約・返品について】
1.LEC 申込規定第 3条【解約・返金等】（http://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。
■大学生協・書籍部価格とは、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。
■代理店書店価格とは、LECと代理店契約を結んでいる、一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込みされる場合の受付価格です。
■上記大学生協・書籍部価格、代理店書店価格を利用される場合は、必ず本パンフレットを代理店窓口までご持参ください。
■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。

受講形態 回数 パック申込者専用
カスタマイズ価格 一般価格 大学生協・�

書籍部価格
代理店
書店価格 講座コード

通信Web＋音声DL 3 11,000 円 26,000 円 24,700 円 25,480 円 MB20253

受講料（税込価格） ピンポイント対策講座を３講座以上お申込みの場合
＊詳細は P14・15 をご覧ください。 パック申込者専用カスタマイズ

価格とは、2020年向け論文直前
パック、または、2020年向け初学
者コースをお申込みの方が、ピン
ポイント対策講座を３講座以上
申込む場合の特別価格となりま
す。詳細はP14･15をご覧くださ
い。なお、他の割引制度（eクーポ
ン含む）との併用はできません。

＊オンラインショップからの追加申込
みの場合は特別価格専用のオンライン
ショップよりお申込みいただきます。詳
細はP15をご確認ください。
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全 回3

佐藤�卓也�ＬＥＣ専任講師

講座の概要
試験範囲を網羅学習しようとすると、その範囲は膨大です。条約、青本、改正本、基
本書といわれる書籍、判例や学説まで含めれば、それら全てを完璧にフォローするた
めには、1,000 時間以上の時間を必要とします。
一方、論文試験において出題されるのは、膨大な出題範囲の中から一部の規定や論
点についてのみです。
そこで本講座では、弁理士試験を知り尽くした佐藤講師がセレクトした出題予想論点を、
直前期だからこそ「９時間で 100 時間分の学習効果」が期待できるエッセンス講義と
して提供します。

ポイント
1  直前期に絶対確認しておきたいポイントを９時間で総覧

出題可能性の高い分野を優先的に学習できた方と、そうでない方とでは、全体として
の学習量が同程度だったとしても、点数としては大きな差が出てしまいます。
本講座では、佐藤講師が膨大な論点の中から、①まさに本年に出題が予想されるポ
イント、②直前期に詰め込むべきポイント、③受験生が共通して苦手としているポイ
ント、さらに、④本年の論文試験の出題範囲にある改正ポイントを抽出し、四法を９
時間で総覧します。本講座で合格のための重要ポイントを押さえ、この直前期の学習
を効率化・最適化しましょう。
2  改正論点への対応力・機転力を養う

試験範囲に法改正が生じた本年は、改正論点が出題されることも考えられます。しっ
かりとした対策をしておくに越したことはないでしょう。
ですが、限られた時間の中で独自に改正の対策を行うのは、受験生にとっては大きな
負担です。また、学習ポイントをはずしてしまうことで大きな差がつく危険性もあります。
改正論点に関して、本講座では、問われる可能性の高い論点の解説のみならず、「なぜ」
改正がなされたのかの背景から法改正の趣旨を読み解くことで、未知の問題への対応
力・機転力を養います。法改正を味方につけて、合格へのチャンスを掴み取ってください。

MB20251

パック申込者専用
カスタマイズ価格

タイムテーブル

前半講義８５分
後半講義８５分

オリジナルレジュメ

使用教材（受講料込）

＊使用教材は、スケジュールの通り発送いたしま
す。Web 上ではご覧いただけませんので予めご
了承ください。また、講義内で発生した「板書」
に関しましては発送はございません。PDF 化し
たデータを OnlineStudy SP上でご覧ください。

改正対応を含めた出題予想で効果的かつ効率的に総仕上げ！

担当講師

【解約・返品について】
1.LEC 申込規定第 3条【解約・返金等】（http://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。
■大学生協・書籍部価格とは、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。
■代理店書店価格とは、LECと代理店契約を結んでいる、一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込みされる場合の受付価格です。
■上記大学生協・書籍部価格、代理店書店価格を利用される場合は、必ず本パンフレットを代理店窓口までご持参ください。
■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。

回数

出題予想論点セレクト講座

ピンポイント
対策シリーズ

受講形態 回数 パック申込者専用
カスタマイズ価格 一般価格 大学生協・�

書籍部価格
代理店
書店価格 講座コード

通信Web＋音声DL 3 11,000 円 26,000 円 24,700 円 25,480 円 MB20251

受講料（税込価格）

＊配信終了日：2020/7/31（金）

スケジュール

Ｗｅｂ動画・音声配信日 2020/3/26（木）

教材発送日 2020/3/26（木）

ピンポイント対策講座を３講座以上お申込みの場合
＊詳細は P14・15 をご覧ください。

パック申込者専用カスタマイズ
価格とは、2020年向け論文直前
パック、または、2020年向け初学
者コースをお申込みの方が、ピン
ポイント対策講座を３講座以上
申込む場合の特別価格となりま
す。詳細はP14･15をご覧くださ
い。なお、他の割引制度（eクーポ
ン含む）との併用はできません。

＊オンラインショップからの追加申込
みの場合は特別価格専用のオンライン
ショップよりお申込みいただきます。詳
細はP15をご確認ください。

宮口 聡
LEC専任講師

GOLD
Web

宮口聡の『理想と現実』答案　論文過去問22年分
『現実』と『理想』のアプローチが異なる 2 つの宮口答案で過去問対策

納冨美和の論文プラチナ 31DAYS【書き方習得編】

本講座では、論文本試験過去問を題材に、２種の答案（「現実答案」・「理想答案」）を示します。すなわち、「潔さ」の極意を伝授する端的な表現を
駆使して仕上げた「現実答案」と、流れ・バランスを意識しつつ答案を膨らますテクニックを学べる「理想答案」を示し、合格点を取るためのコツ
を掴んでください。また、平成 30年の法改正や審査基準改訂のみならず、令和元年改正等にも可能な限り対応させます。

本講座では、＜インプット＞と＜アウトプット＞の並行学習で、論文学習プロセスを一から無理なく習得できます！問題はパターン分け（事案解決・
措置・手続き等）され、それぞれの解法を解説しています。また、条約回では、受験生の多くが苦手とする条約がらみの一行・事例問題対策も行い
ます！！

　回数　　全17回（各回２時間）

受講料　  82,500 円（税込）MB20372　

スケジュール

スケジュール

　回数　　全31回（各回 1時間）

1 日 1 時間、1 ヶ月で論文の合格答案作成能力を完成させる！

納冨 美和
LEC専任講師

＊使用教材は、スケジュールの通り発送いたします。Web上ではご覧い
ただけませんので予めご了承ください。

　また、講義内で発生した「板書」に関しましては発送はございません。
PDF化したデータをOnlineStudy SP上でご覧ください。

使用教材 オリジナルレジュメ（受講料込）

＊使用教材は、スケジュールの通り発送いたします。Web上ではご覧い
ただけませんので予めご了承ください。

　また、講義内で発生した「板書」に関しましては発送はございません。
PDF化したデータをOnlineStudy SP上でご覧ください。

使用教材 オリジナルレジュメ（受講料込）

【お申込の注意】
■本講座のお申込みには、GO!GO! ポイント及び一切の割引制度はご利用いただけません。
■本講座はWeb動画配信のみとなり、DVDのご用意はございません。
■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。 

受講料　  93,500 円（税込）MB19365

NEW


