
※1  どっちも受講（Webのみ）

髙井講師　2.5時間×10回

影山講師　3.0時間×10回

　 ※講義時間は目安です。

※2,3 　通信受講のみ

※公開模試に解説講義はございません。 ※公開模試に解説講義はございません。

■ ３級 パーフェクトパック ■ ３級 直前対策パック

　上記テキスト・問題集をお持ちでない方は、　「テキストあり（テキスト付）価格」にてお申込ください。
　上記テキスト・問題集を既にお持ちの方は、　「テキストなし価格」にてお申込ください。

【３級講座について】
　● ３級トライアル講座は、３級完全マスター講座（全10回）を3,000円でご受講いただける講座です。
　　 ※通学講義(生講義/ビデオクラス)での実施になります。欠席された場合のWebフォロー、 DVDフォローはございません。
  ●  『３・２級合格パック』は、『３級パーフェクトパック』と　　『２級パ－フェクトパック』を合わせたパック講座となります。
　● 発送日／配信日は、変更となる場合がございます。予めご了承ください。

総まとめ問題集

問題 ・ 答案用紙 ・ 解答解説

問題 ・ 答案用紙 ・ 解答解説

日商簿記３級光速マスターNEO問題集（第４版）

総まとめ問題集

公開模試(全１回 解説講義なし）

総まとめ講座 (全１回）

合格答練 (全４回）

公開模試(全１回解説講義なし）総まとめ講座 (全１回）

合格答練 (全４回） 問題 ・ 答案用紙 ・ 解答解説

問題 ・ 答案用紙 ・ 解答解説

◎その他講座： 20年5月24日(日) ◎その他講座： 20年11月1日(日)

完全マスター講座 (全10回）

マスター演習講座 (全５回）

＜３級＞ 各パック講座の構成・使用教材 

日商簿記３級光速マスターＮＥＯテキスト（第４版）

◎その他講座： 20年6月7日(日) ◎その他講座： 20年11月15日(日)

質問フォロー
(教えてチューター）

ご利用期限

◎完全マスター講座： 20年11月1日(日) 質問フォロー
(教えてチューター）

ご利用期限

◎完全マスター講座： 21年2月14日(日)

答　案　提　出　締　切　日 答　案　提　出　締　切　日

20/5/28(木) 20/10/29(木)

Ｗｅｂ+スマホ視聴＋
スマホ動画DL＋音声ＤＬ

受講期限

◎完全マスター講座： 20年11月15日(日) Ｗｅｂ+スマホ視聴＋
スマホ動画DL＋音声ＤＬ

受講期限

◎完全マスター講座： 21年2月28日(日)

■ ３級公開模擬試験　自宅受験 (BB20386) ■ ３級公開模擬試験　自宅受験 (BB20388)

教　材　発　送　日 教　材　発　送　日

20/4/21(火) 20/9/24(木)

Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日 教材発送日／ＤＶＤ発送日 Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日 教材発送日／ＤＶＤ発送日

20/4/21(火) 20/9/24(木)

20/2/18(火) 20/4/28(火)

■ ３級合格答練　(BB20326) ■ ３級合格答練　(BB20328)

３級：商業簿記(全4回） ３級：商業簿記(全4回）

■ ３級総まとめ講座　(BB20336) ■ ３級総まとめ講座　(BB20338)

３級：商業簿記(全1回） ３級：商業簿記(全1回）

Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日 教材発送日／ＤＶＤ発送日 Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日 教材発送日／ＤＶＤ発送日

Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日 教材発送日／ＤＶＤ発送日 Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日 教材発送日／ＤＶＤ発送日

20/2/18(火) 20/4/28(火)

20/2/18(火) 20/4/28(火)

■ ３級マスター演習講座　(BB20366) ■ ３級マスター演習講座　(BB20368)

３級：商業簿記(全5回） ３級：商業簿記(全5回）

３級：商業簿記(全10回） ３級：商業簿記(全10回）

Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日 教材発送日／ＤＶＤ発送日 Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日 教材発送日／ＤＶＤ発送日

　　【通信】＜ ３級＞ Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日／教材発送日／ＤＶＤ発送日 

2020年 6月向け 2020年 11月向け 

■ ３級完全マスター講座　(BB20316) ■ ３級完全マスター講座　(BB20318)

３
級
検
定
試
験

 
全２１回 合計４６.５時間 （２.５時間×１０回の場合） 

マスター演習講座 ※２ 

【１時間×５回】 
合格答練 

【３時間×４回】 

公開模試 

【２時間×１回】 受講の 

流れ 

総まとめ講座 ※３ 

【２.５時間×１回】 

完全マスタ－講座※1 

【２.５時間×１０回】 

【３.０時間×１０回】 



※1 どっちも受講(Webのみ)

影山　一人講師(しっかり講義)　3時間×25回

富田　茂徳講師(さっくり講義)　 3時間×17回

使用教材は、同一です。

※2 通信受講のみ

※公開模試に解説講義はございません。 ※公開模試に解説講義はございません。

■ ２級 パーフェクトパック ■ ２級 直前対策パック

　　【通信】＜ ２級＞ Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日／教材発送日／ＤＶＤ発送日 

2020年 6月向け 2020年 11月向け 

■ ２級完全マスター講座　(BB20216) ■ ２級完全マスター講座　(BB20218)

問題 ・ 答案用紙 ・ 解答解説

２級：(しっかり講義　全25回／さっくり講義／全17回） ２級：(しっかり講義　全25回／さっくり講義／全17回）

Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日 教材発送日／ＤＶＤ発送日 Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日 教材発送日／ＤＶＤ発送日

20/2/25(火) 20/4/28(火)

■ ２級総まとめ講座　(BB20236) ■ ２級総まとめ講座　(BB20238)

２級：商業簿記／工業簿記　各1回（全2回） ２級：商業簿記／工業簿記　各1回（全2回）

Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日 教材発送日／ＤＶＤ発送日 Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日 教材発送日／ＤＶＤ発送日

20/2/25(火) 20/4/28(火)

■ ２級合格答練　(BB20226) ■ ２級合格答練　(BB20228)

２級：商業簿記・工業簿記(全5回） ２級：商業簿記・工業簿記(全5回）

Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日 教材発送日／ＤＶＤ発送日 Ｗｅｂ+スマホ視聴＋スマホ動画DL＋音声ＤＬ開始日 教材発送日／ＤＶＤ発送日

答　案　提　出　締　切　日 答　案　提　出　締　切　日

20/4/21(火) 20/9/24(木)

■ ２級公開模擬試験　自宅受験 (BB20286) ■ ２級公開模擬試験　自宅受験 (BB20288)

教　材　発　送　日 教　材　発　送　日

Ｗｅｂ+スマホ視聴＋
スマホ動画DL＋音声ＤＬ

受講期限

◎完全マスター講座： 20年11月15日(日) Ｗｅｂ+スマホ視聴＋
スマホ動画DL＋音声ＤＬ

受講期限

◎完全マスター講座： 21年2月28日(日)

◎その他講座： 20年6月7日(日) ◎その他講座： 20年11月15日(日)

質問フォロー
(教えてチューター）

ご利用期限

◎完全マスター講座： 20年11月1日(日) 質問フォロー
(教えてチューター）

ご利用期限

◎完全マスター講座： 21年2月14日(日)

２級光速マスターNEO問題抜粋集(商簿）(工簿）

◎その他講座： 20年5月24日(日) ◎その他講座： 20年11月1日(日)

＜２級＞ 各パック講座の構成・使用教材 

日商簿記２級光速マスターNEOテキスト(商簿）(工簿） 総まとめ講座 (全２回）

問題 ・ 答案用紙 ・ 解答解説

日商簿記２級光速マスターNEO問題集(商簿）(工簿） 合格答練 (全５回）

総まとめ講座 (全２回） ２級光速マスターNEO問題抜粋集(商簿）(工簿） 公開模試(全１回解説講義なし）

完全マスター講座
(しっかり　全25回／さっくり　全17回）

【２級講座について】
　●　２級完全マスター講座どっちも受講について　　＜影山　一人講師(しっかり講義)　3時間×全25回＞　＜富田　茂徳講師(さっくり講義)　 3時間×全17回＞
  ●  『３・２級合格パック』は、『３級パーフェクトパック』と　　『２級パ－フェクトパック』を合わせたパック講座となります。
　● 発送日／配信日は、変更となる場合がございます。予めご了承ください。

問題 ・ 答案用紙 ・ 解答解説

 ２級完全マスター講座では、
 　「日商簿記２級光速マスターＮＥＯテキスト商業簿記」（第５版）   ／ 「日商簿記２級光速マスターＮＥＯ問題集商業簿記」（第５版）
 　「日商簿記２級光速マスターＮＥＯテキスト工業簿記」（第２版）   ／ 「日商簿記２級光速マスターＮＥＯ問題集工業簿記」（第２版）
 の４冊を教材として使用します。
 上記テキスト・問題集をお持ちでない方は、　「テキストあり（テキスト付）価格」にてお申込ください。
 上記テキスト・問題集を既にお持ちの方は、　「テキストなし価格」にてお申込ください。

20/4/21(火) 20/9/24(木)

20/5/28(木) 20/10/29(木)

合格答練 (全５回） 問題 ・ 答案用紙 ・ 解答解説

公開模試(全１回 解説講義なし）

総まとめ講座 ※2 

【３時間×２回】 

公開模試 

【２時間×１回】 

合格答練 

【３時間×５回】 

全３３回  合計９８時間 (しっかり講義の場合) 

受

講

の

流

れ 

２
級
検
定
試
験

 

完全マスタ－講座※1 

【３時間×２５回】 

【３時間×１７回】 


