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回数 講座の概要

全 回2

タイムテーブル

＊解説講義はございません

特許法・実用新案法（2問）�
10：00～12：00
意匠法（1問）�
13：15～14：45
商標法（1問）�
15：30～17：00

使用教材（受講料込）

■問題冊子・解説冊子�
＊Web公開なし

■優秀答案・参考答案�
＊ScoreOnline にて公開

■成績表（総合成績表・個人成績表）・講評�
＊ScoreOnline にて公開

論文試験合格に必要な力を短答試験前に完成させる！

ポイント

論文完成答練は、４月上旬から中旬にかけて実施されます。この時期は、まさに、
短答試験直前期にあたるため、この答練で短答試験免除者のアドヴァンテージを最
大限に活かした本格的な論文試験対策のアウトプットを図ることで、短答試験受験
者との差をつけることができるのです。
本答練で、8 問の全文書きをこなし、論文試験モードに一気に突入しましょう！

この講座が含まれるパック

論文直前
フルパック

1 論文試験までの期間を有効に活用！
これまで培った「題意把握力」「答案構成力」「論理展開力」「文章表現力」をさら
にパワーアップさせて論文直前期を迎えることができれば、合格に向けて大きく前
進することができます。つまり、この論文完成答練→論文直前答練・論文公開模試と、
本番まで高い次元で問題を解き続けることによって、合格へ着実に近づくことができ
るのです。

2 本番同様、１日で３科目を解くハイレベルな実戦演習 !
本答練では、論文試験本番同様に１日で３科目（特許法・実用新案法：２問、意
匠法：１問、商標法：１問）の問題を解くことになります。それにより、それまで培っ
てきた実力を試すことができるのはもちろん、論文問題を解く際の感覚を養うことが
できます。また、早い段階から多くの問題を解くことで、様々な問題に対する免疫
力を養うことが可能となります。

3 短答試験免除者の利点を活かした論文試験対策！
2008 年度から短答試験の免除制度が導入されたことにより、短答試験免除の方は、
短答試験の直前期である４月から、徹底的に論文試験対策に時間を割くことができ
るようになりました。
短答試験免除者の利点を活かし、この時期から、論文試験を意識した答練を受講
することで、実戦的な力を養うことができます。

論文完成答練
MA20479/MB20479

（全 8問）
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論文試験合格に必要な力を短答試験前に完成させる！ 論文完成答練 MA20479/MB20479

科目 答練実施時間

特許法・実用新案法 10:00 ～12:00
意匠法 13:15 ～14:45
商標法 15:30 ～17:00

【通学（本校受験）スケジュール】

回数
実施日

土曜クラス 日曜クラス
1 20/4/04（土） 20/4/05（日）
2 　 4/11（土） 　 4/12（日）

【通信（自宅受験）スケジュール】

回数 教材発送日

1
20/4/09（木）

2
＊自宅受験の方の答案提出締切日につきましては、発送教材に含まれる『受講の手引き』
にてご確認ください。

■答案郵送返却オプション

申込形態 一般価格 講座コード

一括（２回分） 1,100 円 MB20479

■成績表発送オプション

申込形態 一般価格 講座コード

一括（２回分） 1,100 円 MB20479
＊本答練の添削済み答案・成績表（総合成績表・個人成績表）は、原則として「ScoreOnline（Web上）」での閲覧となります。
　郵送での返却をご希望の方は、別途「答案郵送返却オプション」「成績表発送オプション」をお申込みください。
　本答練を本校受験される方はその初回実施日までに、また、自宅受験される方は初回の教材発送日までにお申込みください。期日以降のお申込みはできかねますので、予めご了承ください。
＊「答案郵送返却オプション」・「成績表発送オプション」の追加申込はLECにて事前確認が必要となりますので、LEC各本校窓口またはコールセンターのみとさせていただきます。

実施本校 土曜クラス 日曜クラス

新宿エルタワー本校 ● ●
水道橋本校 － ●
横浜本校 ● －

名古屋駅前本校 ● －
京都駅前本校 ● －
梅田駅前本校 ● ●
神戸本校 － ●
富山本校 － ●

※名古屋駅前本校は答練ブースでの実施となります（自己計測式）。

スケジュール

申込形態 回数 受講形態 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

一括 ２
通学 本校受験（解説講義なし） 35,000 円 33,250 円 34,300 円 MA20479
通信 自宅受験（解説講義なし） 34,000 円 32,300 円 33,320 円 MB20479

受講料（税込価格）

■　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。

【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。

※本校受験クラスの教材は実施本校にて配布します。
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回数 講座の概要

使用教材（受講料込）

■問題冊子・解説冊子�
＊Web公開なし

■優秀答案・参考答案�
＊ScoreOnline にて公開

■�成績表（総合成績表・個人成績表）・講評�
＊ScoreOnline にて公開

タイムテーブル

■特許法・実用新案法回（2問）�
演習１２０分�
　⎛�休憩１０分� ⎞�
　⎝�⇒解説講義５０分� ⎠

■意匠法・商標法回（各1問）�
　演習９０分�
　⎛�休憩１０分� ⎞�
　⎝�⇒解説講義５０分�⎠

■特許法・実用新案法� ４回
■意匠法� ２回
■商標法� ２回

全 回8 この論文直前答練は、『週２回の演習スケジュールによる充分な演習量の確保』と、『本
試験突破に必要な事項をふんだんに盛り込んだ良問の出題』という２大コンセプ
トのもと、論文試験を突破する真の実力の養成する講座です。

直前期の全文書きで突破力を養成！

2
本来、直前期はインプットではなくアウトプットを主体とした最終メンテナンスを
図る期間です。
そこで本答練では、本試験突破に必要な事項をふんだんに盛り込んだ新作の良
問を集中的に出題します。これにより、６週間という短期間の間に、合格に必要
な知識を確認しながら効率よくアウトプットを行い、実力アップを図ることができ
ます！

必要な知識をふんだんに盛り込んだ新作の良問を出題！

1

ポイント

短答試験から論文試験までは、およそ６週間です。この期間に週１回のペースで答
練を行った場合、その機会は５回程度しかありません。これでは、直前期の演習
量として充分とは言えません。
この論文直前答練は週２回のペースで実施されます。
精神的にも肉体的にもハードですが、このハードな答練を乗り切ることで、心身と
もに本試験を乗り切る力が身につきます！

週２回のペースで答練を実施！

論文試験の採点官は、綿密に作成されたチェックリストを基に採点をしていると言
われています。そこで、この論文直前答練でも、チェックリストを用いた客観的な
添削方法を採用しています。
添削者の主観的評価基準によって生じる成績のばらつきのない、より正確な自身の
ポジションを把握することができます！

客観的な添削！3

通常、皆さんにご視聴いただく解説講義映像は配信日・教材発送日に合わせて事前に収
録した映像となります。しかし、その収録日時から答練実施日までの間も情勢は刻 と々変
化しています。
そこで、本答練をお申込みの方には、最新の情報を反映して水道橋本校にて実施する納冨 
講師の解説生講義映像をWebにてご視聴いただくことができるサービスをご用意しました！
＊本サービスは Web 動画配信のみとなり、DVD のご用意はございません。解説講義映

像は「OnlineStudy SP」内でご覧いただきます。

担当講師

通信用解説講義
水道橋本校 解説生講義
担当

名古屋駅前本校 解説生講義
担当

納冨�美和
ＬＥＣ専任講師

高橋�寛明
ＬＥＣ専任講師

【申込者全員対象】
納冨講師による直

・

前
・

解説生講義映像配信サービス

MC20999

この講座が含まれるパック
論文直前

フルパック
論文直前

レギュラーパック
論文直前

ライトパック

＊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。

論文直前答練
MA20464/MB20466

（全12問）
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直前期の全文書きで突破力を養成！ 論文直前答練 MA20464/MB20466

■答案郵送返却オプション
申込形態 一般価格 講座コード

一括（８回分） 4,400 円 MB20478
前期のみ（４回分） 2,200 円 MB20478
後期のみ（４回分） 2,200 円 MB20478

■成績表発送オプション
申込形態 一般価格 講座コード

前期のみ（４回分） 2,200 円 MB20478

＊本答練の添削済み答案・成績表（総合成績表・個人成績表）は、原則として「ScoreOnline（Web上）」での閲覧となります。
　郵送での返却をご希望の方は、別途「答案郵送返却オプション」「成績表発送オプション」をお申込みください。
　本答練を本校受験される方はその初回実施日までに、また、自宅受験される方は初回の教材発送日までにお申込みください。期日以降のお申込みはできかねますので、予めご了承ください。
＊「答案郵送返却オプション」・「成績表発送オプション」の追加申込はLECにて事前確認が必要となりますので、LEC各本校窓口またはコールセンターのみとさせていただきます。

＊成績表発送オプションには、一括（8回分）・後期のみ（4回分）はございません。

スケジュール

実施本校 新宿エルタワー本校
横浜本校 水道橋本校 渋谷駅前本校 富山本校 名古屋駅前本校

クラス Aクラス
（月・木）

Bクラス
（火・金）

Dクラス
（土・水）

Cクラス
（水・日）

Dクラス
（土・水）

Eクラス
（日）

答練実施時間

19:00 ～21:00 ① 19:00 ～21:00 ① 18:00 ～20:00 ① 19:00 ～21:00 ① 13:00 ～15:00 ① 10:00 ～12:00 ①
19:00 ～20:30 ② 19:00 ～20:30 ② 18:00 ～19:30 ② 19:00 ～20:30 ② 13:00 ～14:30 ② 14:00 ～16:00 ②

19:00 ～21:00 ③ 17:00 ～19:00 ③ 18:00 ～20:00 ③ 10:00 ～11:30 ③
19:00 ～20:30 ④ 17:00 ～18:30 ④ 18:00 ～19:30 ④ 14:00 ～15:30 ④

編 回数 科目 実施日 実施日 実施日 実施日 実施日 実施日

前期

１ 特許法・実用新案法① 20/5/18（月）① 20/5/19（火）① 20/5/23（土）① 20/5/20（水）① 20/5/23（土）① 20/5/24（日）①
２ 特許法・実用新案法② 5/21（木）① 5/22（金）① 5/27（水）③ 5/24（日）③ 5/27（水）③ 5/24（日）②
３ 意匠法 5/25（月）② 5/26（火）② 5/30（土）② 5/27（水）② 5/30（土）② 5/31（日）③
４ 商標法 5/28（木）② 5/29（金）② 6/03（水）④ 5/31（日）④ 6/03（水）④ 5/31（日）④

後期

１ 特許法・実用新案法① 6/01（月）① 6/02（火）① 6/06（土）① 6/03（水）① 6/06（土）① 6/07（日）①
２ 特許法・実用新案法② 6/04（木）① 6/05（金）① 6/10（水）③ 6/07（日）③ 6/10（水）③ 6/07（日）②
３ 意匠法 6/08（月）② 6/09（火）② 6/13（土）② 6/10（水）② 6/13（土）② 6/14（日）③
４ 商標法 6/11（木）② 6/12（金）② 6/17（水）④ 6/14（日）④ 6/17（水）④ 6/14（日）④

実施本校 梅田駅前本校
－ 神戸本校 京都駅前本校

クラス Bクラス
（火・金）

Dクラス
（土・水）

Aクラス
（月・木）

Dクラス
（土・水）

答練実施時間

19:00 ～21:00 ① 18:00 ～20:00 ① 19:00 ～21:00 ① 17:30 ～19:30 ①
19:00 ～20:30 ② 18:00 ～19:30 ② 19:00 ～20:30 ② 17:30 ～19:00 ②

19:00 ～21:00 ③ 19:00 ～21:00 ③
19:00 ～20:30 ④ 19:00 ～20:30 ④

編 回数 科目 実施日 実施日 実施日 実施日

前期

１ 特許法・実用新案法① 20/5/19（火）① 20/5/23（土）① 20/5/18（月）① 20/5/23（土）①
２ 特許法・実用新案法② 5/22（金）① 5/27（水）③ 5/21（木）① 5/27（水）③
３ 意匠法 5/26（火）② 5/30（土）② 5/25（月）② 5/30（土）②
４ 商標法 5/29（金）② 6/03（水）④ 5/28（木）② 6/03（水）④

後期

１ 特許法・実用新案法① 6/02（火）① 6/06（土）① 6/01（月）① 6/06（土）①
２ 特許法・実用新案法② 6/05（金）① 6/10（水）③ 6/04（木）① 6/10（水）③
３ 意匠法 6/09（火）② 6/13（土）② 6/08（月）② 6/13（土）②
４ 商標法 6/12（金）② 6/17（水）④ 6/11（木）② 6/17（水）④

■　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。

【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。

【通信（自宅受験）スケジュール】

編 回数 科目 解説講義Web 動画・音声配信日、教材発送日 納冨講師�直前解説生講義映像
Web 動画・音声配信日短答試験　免除者 短答試験　受験者

前期

１ 特許法・実用新案法①

20/5/7（木）

20/5/19（火）

20/5/27（水）２ 特許法・実用新案法②
３ 意匠法 6/03（水）４ 商標法

後期

１ 特許法・実用新案法①

　5/19（火）
6/10（水）２ 特許法・実用新案法②

３ 意匠法 6/17（水）４ 商標法
� 配信終了日:2020/7/31（金）＊自宅受験の方の答案提出締切日につきましては、発送教材に含まれる『受講の手引き』にてご確認ください。
＊『納冨講師�直前解説生講義映像�Web動画配信日』とは、水道橋本校にて実施された納冨講師による解説生講義の収録映像を「OnlineStudySP」にて配信するものです。

※本校受験クラスの教材（解説講義DVDを除く）は実施本校にて配布します。
※水道橋本校Ｂクラス（火・金）、名古屋駅前本校Ｅクラス（日）以外の本校受験クラスでは答案練習のみの実施となりますので、解説講義はＷｅｂ動画またはDVDにてご受講ください。

受講料（税込価格）

申込形態 回数 受講形態 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

一括 ８
通学 本校受験（解説講義Web 動画 +音声DL） 66,000 円 62,700 円 64,680 円 MA20464
通信 自宅受験（解説講義Web 動画 +音声DL） 62,000 円 58,900 円 60,760 円 MB20466

【 水道橋本校 B クラス（火・金） 】申込者限定

水道橋本校Bクラス（火・金）の受
講者（実際に答案用紙を提出され
た方）限定で、納冨講師による直接
添削サービスをご用意しました。

＊対象者は無作為に選出されますので、全ての
方の答案を添削するものではございません。予
めご了承ください。

納冨講師による
直接添削サービス

水道橋本校Ｂクラス（火・金）の
納冨講師による解説生講義実施時間

特許法 ･実用新案法① , ②：21:10 ～22:00
意匠法 ･商標法：20:40 ～21:30

名古屋駅前本校Ｅクラス（日）の
高橋講師による解説生講義実施時間

特許法 ･実用新案法①：12:10 ～13:00
特許法 ･実用新案法②：16:10 ～17:00

意匠法：11:40 ～12:30
商標法：15:40 ～16:30

■水道橋本校Ｂクラス（火・金）、名古屋
駅前本校Ｅクラス（日）のみ、演習後
に解説生講義を実施いたします。

【通学（本校受験）スケジュール】
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回数 講座の概要

使用教材（受講料込）

■問題冊子・解説冊子�
＊Web公開なし

■優秀答案・参考答案�
＊ScoreOnline にて公開

■�成績表（総合成績表・個人成績表）・講評�
＊ScoreOnline にて公開

全 回4 論文公開模試は、本年度の弁理士論文試験を受験する全ての方を対象とした模擬
試験です。
１日で、特許法・実用新案法、意匠法及び商標法の問題を本試験と同じ実施時間
で解くことができるため、時間配分や記載量調整等、本試験に向けた最後のシミュ
レーションの場として最適です。

論文公開模試

メガスケールの模擬試験で最終調整を！

2
ＬＥＣの論文公開模試で出題される問題は、これまでＬＥＣで永年培われたデータ、
近年の本試験の出題傾向、及び近年の裁判例・学術論文等、様々な側面から徹底
的に出題予想を行った上で作成されたものです。
この渾身の予想問題を活用すれば、論文試験の最終シミュレーションを効果的に行
うことが可能です！

渾身の予想問題！

1

ポイント

例年、多くの論文試験受験生が、本試験前にＬＥＣの論文公開模試を受験していま
す。ですから、この公開模試で出題された論点は受験生の多くが押さえていること
になります。
そのため、この公開模試を受けずに本試験に臨むということは、【受験生の多くが
習得した事項を自分だけが知らない！】という事態を招き、不利な戦いを強いられ
ることになりかねません。

メガスケールの受験者数！

論文試験の採点官は、綿密に作成されたチェックリストを基に採点をしていると言
われています。そこで、この公開模試でも、チェックリストを用いた客観的な添削方
法を採用しています。
添削者の主観的評価基準によって生じる成績のばらつきのない、より正確な自身の
最終ポジションを把握することができます！

客観的な添削！3

タイムテーブル

特許法・実用新案法（2問）�
10：00 ～12：00
意匠法（1問）�
13：15�～�14：45
商標法（1問）�
15：30�～�17：00
＊解説講義はございません

この講座が含まれるパック

論文直前
フルパック

論文直前
レギュラーパック

論文直前
ライトパック

MA20461/MB20461

（全16問）
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論文公開模試メガスケールの模擬試験で最終調整を！
MA20461/MB20461

【通学（本校受験）スケジュール】

編 回数
実施日

土曜クラス 日曜クラス

前期
1 20/5/23（土） 20/5/24（日）
2 5/30（土） 5/31（日）

後期
1 6/06（土） 6/07（日）
2 6/13（土） 6/14（日）

【通信（自宅受験）スケジュール】

編 回数
教材発送日

短答試験　免除者 短答試験　受験者

前期
1

20/5/7（木）
20/5/19（火）

2

後期
1

　5/19（火）
2

科目 答練実施時間

特許法・実用新案法 10:00 ～12:00
意匠法 13:15 ～14:45
商標法 15:30 ～17:00

＊自宅受験の方の答案提出締切日につきましては、発送教材に含まれる『受講の手引き』にてご確認ください。

実施本校 土曜クラス 日曜クラス

新宿エルタワー本校 ● ●
水道橋本校 ● ●
渋谷駅前本校 ● －
横浜本校 ● －
静岡本校 ● －

＊福岡本校は個別ブースでの実施となります。

実施本校 土曜クラス 日曜クラス

名古屋駅前本校 ● －
京都駅前本校 ● －
梅田駅前本校 ● ●
神戸本校 ● ●
富山本校 － ●
福岡本校 － ●

スケジュール

■答案郵送返却オプション

申込形態 一般価格 講座コード

一括（４回分） 2,200 円 MB20461
前期のみ（２回分） 1,100 円 MB20461
後期のみ（２回分） 1,100 円 MB20461

後期２回目のみ（１回分） 550 円 MB20461

■成績表発送オプション

申込形態 一般価格 講座コード

前期のみ（２回分） 1,100 円 MB20461

＊本模擬試験の添削済み答案・成績表（総合成績表・個人成績表）は、原則として「ScoreOnline（Web上）」での閲覧となります。
　郵送での返却をご希望の方は、別途「答案郵送返却オプション」「成績表発送オプション」をお申込みください。
　本模擬試験を本校受験される方はその初回実施日までに、また、自宅受験される方は初回の教材発送日までにお申込みください。期日以降のお申込みはできかねますので、予めご了承ください。
＊「答案郵送返却オプション」・「成績表発送オプション」の追加申込はLECにて事前確認が必要となりますので、LEC各本校窓口またはコールセンターのみとさせていただきます。

＊成績表発送オプションには、一括（4回分）・後期のみ（2回分）・後期2回目のみ（1回分）はございません。

申込形態 回数 受講形態 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

一括 ４
通学 本校受験（解説講義なし） 77,000 円 73,150 円 75,460 円 MA20461
通信 自宅受験（解説講義なし） 75,000 円 71,250 円 73,500 円 MB20461

最終回
（後期 2回目のみ） １

通学 本校受験（解説講義なし） 22,000 円 20,900 円 21,560 円 MA20461
通信 自宅受験（解説講義なし） 21,500 円 20,425 円 21,070 円 MB20461

受講料（税込価格）

■　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。

【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。

※本校受験クラスの教材は実施本校にて配布します。


