
受講料のご案内
■2018年合格目標　１次２次プレミアム１年合格コース（全115回）

　

 2017年6月1日～2017年6月30日までの早期割引価格…通常販売価格より４０，０００円割引！

講義 答練 模試 税込（８％） 税込（８％） 税込（８％）

通学受講（Ｗｅｂフォロー付き） 会場受験/解説Ｗｅｂ受講 会場受験/解説Ｗｅｂ受講 230,000円 218,500円 225,400円 NA18911

通学受講（ＤＶＤフォロー付き） 会場受験/解説ＤＶＤ受講 会場受験/解説ＤＶＤ受講 260,000円 247,000円 254,800円 NA18914

会場受験/解説Ｗｅｂ受講 会場受験/解説Ｗｅｂ受講 NB18912

自宅受験/解説Ｗｅｂ受講 会場受験/解説Ｗｅｂ受講 NB18913

自宅受験/解説Ｗｅｂ受講 自宅受験/解説Ｗｅｂ受講 NB18917

会場受験/解説ＤＶＤ受講 会場受験/解説ＤＶＤ受講 NB18915

自宅受験/解説ＤＶＤ受講 会場受験/解説ＤＶＤ受講 NB18916

自宅受験/解説ＤＶＤ受講 自宅受験/解説ＤＶＤ受講 NB18917

230,000円 218,500円 225,400円

260,000円 247,000円 254,800円

※Ｗｅｂ受講・Ｗｅｂフォローは音声ダウンロード可・スマートフォン視聴可です。

※答練・模試の解説DVDはご自宅へ発送します。

 2017年7月1日～7月31日までの早期割引価格…通常販売価格より３０，０００円割引！

講義 答練 模試 税込（８％） 税込（８％） 税込（８％）

通学受講（Ｗｅｂフォロー付き） 会場受験/解説Ｗｅｂ受講 会場受験/解説Ｗｅｂ受講 240,000円 228,000円 235,200円 NA18911

通学受講（ＤＶＤフォロー付き） 会場受験/解説ＤＶＤ受講 会場受験/解説ＤＶＤ受講 270,000円 256,500円 264,600円 NA18914

会場受験/解説Ｗｅｂ受講 会場受験/解説Ｗｅｂ受講 NB18912

自宅受験/解説Ｗｅｂ受講 会場受験/解説Ｗｅｂ受講 NB18913

自宅受験/解説Ｗｅｂ受講 自宅受験/解説Ｗｅｂ受講 NB18917

会場受験/解説ＤＶＤ受講 会場受験/解説ＤＶＤ受講 NB18915

自宅受験/解説ＤＶＤ受講 会場受験/解説ＤＶＤ受講 NB18916

自宅受験/解説ＤＶＤ受講 自宅受験/解説ＤＶＤ受講 NB18917

240,000円 228,000円 235,200円

270,000円 256,500円 264,600円

※Ｗｅｂ受講・Ｗｅｂフォローは音声ダウンロード可・スマートフォン視聴可です。

※答練・模試の解説DVDはご自宅へ発送します。

205,800円

218,500円 225,400円

220,000円

240,000円

209,000円 215,600円

228,000円 235,200円

NB18917
講座、答練・模試解説講義を提携校にてＤＶＤ受講（答練・模試演習は自宅受験）

通学

通信

通信Ｗｅｂ受講

通信ＤＶＤ受講

提携校
通学

講座、答練・模試解説講義を提携校にてＷｅｂ受講（答練・模試演習は自宅受験）

受講形態
17年7月1日
～7月31日

早期割引価格

17年7月1日
～7月31日

大学生協書籍部
早期割引価格

17年7月1日
～7月31日
代理店書店

早期割引価格 講座コード

通信

通信Ｗｅｂ受講

通信ＤＶＤ受講

提携校
通学

講座、答練・模試解説講義を提携校にてＷｅｂ受講（答練・模試演習は自宅受験）
NB18917

講座、答練・模試解説講義を提携校にてＤＶＤ受講（答練・模試演習は自宅受験）

210,000円

230,000円

199,500円

受講形態
17年6月1日

～17年6月30日
早期割引価格

17年6月1日
～17年6月30日
大学生協書籍部
早期割引価格

17年6月1日
～17年6月30日

代理店書店
早期割引価格 講座コード

通学

＜解約・返品について＞ 
【コース・パック・講座】弊社所定書面をご提出ください。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いただきます。 

【書籍・レジュメ等の物品】弊社有責の場合を除き、解約・返品できません。 
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受講料のご案内

 2017年8月1日～8月31日までの早期割引価格…通常販売価格より２０，０００円割引！

講義 答練 模試 税込（８％） 税込（８％） 税込（８％）

通学受講（Ｗｅｂフォロー付き） 会場受験/解説Ｗｅｂ受講 会場受験/解説Ｗｅｂ受講 250,000円 237,500円 245,000円 NA18911

通学受講（ＤＶＤフォロー付き） 会場受験/解説ＤＶＤ受講 会場受験/解説ＤＶＤ受講 280,000円 266,000円 274,400円 NA18914

会場受験/解説Ｗｅｂ受講 会場受験/解説Ｗｅｂ受講 NB18912

自宅受験/解説Ｗｅｂ受講 会場受験/解説Ｗｅｂ受講 NB18913

自宅受験/解説Ｗｅｂ受講 自宅受験/解説Ｗｅｂ受講 NB18917

会場受験/解説ＤＶＤ受講 会場受験/解説ＤＶＤ受講 NB18915

自宅受験/解説ＤＶＤ受講 会場受験/解説ＤＶＤ受講 NB18916

自宅受験/解説ＤＶＤ受講 自宅受験/解説ＤＶＤ受講 NB18917

250,000円 237,500円 245,000円

280,000円 266,000円 274,400円

※Ｗｅｂ受講・Ｗｅｂフォローは音声ダウンロード可・スマートフォン視聴可です。

※答練・模試の解説DVDはご自宅へ発送します。

　2017年9月1日以降の通常販売価格

講義 答練 模試 税込（８％） 税込（８％） 税込（８％）

通学受講（Ｗｅｂフォロー付き） 会場受験/解説Ｗｅｂ受講 会場受験/解説Ｗｅｂ受講 270,000円 256,500円 264,600円 NA18911

通学受講（ＤＶＤフォロー付き） 会場受験/解説ＤＶＤ受講 会場受験/解説ＤＶＤ受講 300,000円 285,000円 294,000円 NA18914

会場受験/解説Ｗｅｂ受講 会場受験/解説Ｗｅｂ受講 NB18912

自宅受験/解説Ｗｅｂ受講 会場受験/解説Ｗｅｂ受講 NB18913

自宅受験/解説Ｗｅｂ受講 自宅受験/解説Ｗｅｂ受講 NB18917

会場受験/解説ＤＶＤ受講 会場受験/解説ＤＶＤ受講 NB18915

自宅受験/解説ＤＶＤ受講 会場受験/解説ＤＶＤ受講 NB18916

自宅受験/解説ＤＶＤ受講 自宅受験/解説ＤＶＤ受講 NB18917

270,000円 256,500円 264,600円

300,000円 285,000円 294,000円

※Ｗｅｂ受講・Ｗｅｂフォローは音声ダウンロード可・スマートフォン視聴可です。

※答練・模試の解説DVDはご自宅へ発送します。

※受講形態：通学には、生講義・V・個別TV・個別Webがあり、本校により実施形態が異なります。各本校での実施形態をご確認の上、ご希望の実施形態をご選択ください。
※一般価格とは、LEC各本校・LEC提携校・LEC通信事業本部・LECオンライン本校にてお申込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価格（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。
※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、必ず本冊子を代理店窓口までご持参ください。
※提携校通学とは、LEC提携校でWeb・DVD講義を受講する場合の受講料です。LEC本校では受付できません。

【注意事項】
・中小企業経営・政策で使用する「中小企業白書」は、各自ご用意ください。

・提携校通学にてお申込の場合、答練、模試は解説講義のみ提携校でご受講いただけます。

・答練・模試の添削答案及び成績表は、原則、Ｗｅｂでの閲覧となります。郵送返却をご希望の方は、１回につき送料510円（税込）を別途、申し受けます。講座毎の価格は下記の表をご覧ください。

237,500円 245,000円

270,000円 256,500円 264,600円

230,000円 218,500円 225,400円

250,000円 237,500円 245,000円

NB18917
講座、答練・模試解説講義を提携校にてＤＶＤ受講（答練・模試演習は自宅受験）

通学

通信

通信Ｗｅｂ受講

通信ＤＶＤ受講

提携校
通学

講座、答練・模試解説講義を提携校にてＷｅｂ受講（答練・模試演習は自宅受験）

250,000円

NB18917
講座、答練・模試解説講義を提携校にてＤＶＤ受講（答練・模試演習は自宅受験）

受講形態
17年9月1日

以降の
一般価格

17年9月1日
以降の

大学生協
書籍部

17年9月1日
以降の

代理店書店価格 講座コード

通学

通信

通信Ｗｅｂ受講

通信ＤＶＤ受講

提携校
通学

講座、答練・模試解説講義を提携校にてＷｅｂ受講（答練・模試演習は自宅受験）

受講形態
17年8月1日
～8月31日

早期割引価格

17年8月1日
～8月31日

大学生協書籍部
早期割引価格

17年8月1日
～8月31日
代理店書店

早期割引価格 講座コード

＜解約・返品について＞ 
【コース・パック・講座】弊社所定書面をご提出ください。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いただきます。 

【書籍・レジュメ等の物品】弊社有責の場合を除き、解約・返品できません。 
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