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■　 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。

2

本試験では長文問題や複雑な事例問題も出題されるため、予想以上に時間がか
かってしまうものです。ですから、ペース配分を身につける必要があります。
全８回の本答練を通して、短答試験を戦い抜く真の力を身につけてください。

「60問3.5時間」を戦い抜く、真の力を身につける！

講座のポイント

1

本答練（60問×８回＝480問出題）では、近年の短答試験の出題傾向を徹底的に分析
した問題を出題します。その上で、重要な判例や本試験で狙われる可能性の高い青
本・審査基準等も織り交ぜています。
すなわち、短答試験合格に必要とされる知識が網羅されているのです。
本答練で出題される480問に自らの力で取り組むことで、それらの知識を「戦うための
知識」として定着させることができます。
もちろん、新作問題も出題されます。これにより、本試験でいかなる問題が出題されよう
とも、動じずに戦い抜くための「揺るぎない実力」を身につけることができるでしょう。

法域別の出題で知識の定着を促進！

回数

全 回（全480問）8
■特許法・実用新案法 ２回
■意匠法 1回
■商標法 1回
■条約 1回
■著作権法・不正競争防止法	 1回
■総合 ２回

使用教材（受講料込）

■問題冊子・解説冊子
　＊Web 公開なし
■成績表（総合成績表・個人成績表）	
　＊ScoreOnlineにて公開

タイムテーブル

＊解説講義はございません
演習	 ２１０分

本番で「戦える知識」を修得！

MA21433／MB21433短答実戦答練

短答
知識完成

短答&論文
一気合格

この講座が含まれるコース

短答・論文
トータルサポート

短答
エミネント

科目
本校受験実施日

金曜クラス 土曜クラス 日曜クラス
特許法・実用新案法① 21/2/05（金） 21/2/06（土） 21/2/07（日）
特許法・実用新案法② 2/12（金） 2/13（土） 2/14（日）

意匠法 2/19（金） 2/20（土） 2/21（日）
商標法 2/26（金） 2/27（土） 2/28（日）
条　約 3/05（金） 3/06（土） 3/07（日）

著作権法・不正競争防止法 3/12（金） 3/13（土） 3/14（日）
総合① 3/19（金） 3/20（土・祝） 3/21（日）
総合② 3/26（金） 3/27（土） 3/28（日）

本校受験実施本校
答練開始時刻（演習時間：210 分）

金曜クラス 土曜クラス 日曜クラス
新宿エルタワー本校 ─ 13:30 13:30

水道橋本校 18:30 13:30 13:30
渋谷駅前本校 ─  9:45  9:45

横浜本校 ─ ─ 14:00
名古屋駅前本校 ─ 13:30 17:30

京都駅前本校 ─ 13:30 13:30
梅田駅前本校 18:20  9:30 14:00

神戸本校 18:30 ─  9:30
富山本校 ─ 13:30 ─

自宅受験クラス教材発送日

21/1/21（木）

＊　本校受験クラスの教材は実施本校にて配布します。
＊　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。

スケジュール

■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（８回分） 4,400 円 MB21433

＊　本答練の成績表（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「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。
＊　「成績表発送オプション」の追加申込みは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。

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

8
通学 本校受験（解説講義なし） 54,000 円 51,300 円 52,920 円 MA21433
通信 自宅受験（解説講義なし） 50,000 円 47,500 円 49,000 円 MB21433

受講料（税込価格）

講
座
案
内
／
短
答
実
戦
答
練
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【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。

講座のポイント

2

この模擬試験は、短答試験受験生の多くが受験する大規模なものです。
受験生全体の中での順位を把握し、その時点での自身の弱点を把握することで、
本試験へのラストスパートに繋げてください。
個人成績表には正答率が問題ごとに明示されていますので、他の受験生と比較し
て、力を入れるべきポイントを取捨選択することができます。

受験生の中での自分の位置を確認できる！

1

この短答公開模試の問題は、近年の短答試験出題傾向を徹底的に分析した上で、
出題される問題を大胆に予想して作成されています。
いわば、短答試験突破のための最終シミュレーションという位置付けです。
緊張高まる本試験で実力を発揮するために、是非、有効に活用してください。

短答試験突破のための最終シミュレーション！

使用教材（受講料込）

■問題冊子・解説冊子
　＊Web 公開なし
■成績表（総合成績表・個人成績表）	
　＊ScoreOnlineにて公開

タイムテーブル

＊解説講義はございません
演習	 ２１０分

本番直前に万全の準備を！

MA21881／MB21881短答公開模試
回数

全 回（全120問）2

短答
知識完成

短答
エミネント

短答&論文
一気合格

この講座が含まれるコース

短答・論文
トータルサポート

＊　本校受験クラスの教材は実施本校にて配布します。
＊　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。

スケジュール

＊　本答練の成績表（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「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。
＊　「成績表発送オプション」の追加申込みは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

申込形態 一般価格 講座コード

一括（２回分） 1,100 円 MB21881
各回（１回分）  550 円 MB21881

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） 15,000 円 14,250 円 14,700 円 MA21881
通信 自宅受験（解説講義なし） 14,000 円 13,300 円 13,720 円 MB21881

各回 1
通学 本校受験（解説講義なし） 8,500 円 8,075 円 8,330 円 MA21881
通信 自宅受験（解説講義なし）  8,000 円 7,600 円 7,840 円 MB21881

受講料（税込価格）

回数
本校受験実施日

土曜クラス 日曜クラス
1
2

自宅受験クラス教材発送日

本校受験実施本校
答練開始時刻（演習時間：210 分）

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

本校受験実施本校
答練開始時刻（演習時間：210 分）

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
仙台本校
静岡本校

講
座
案
内
／
短
答
公
開
模
試

21/6/05 (土)
6/12 (土)

21/6/06 (日)
6/13 (日)

21/5/20 (木)
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13:00

13:00 13:00
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13:00
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13:00
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