
全２回

全２回

全２回

全２回

全２回

全２回

全２回

経済学・経済政策 全２回

全２回

経営法務 全２回

企業経営理論 全２回

運営管理 全２回

財務・会計 全２回

全２回

経済学・経済政策 全２回

全２回

経営法務 全２回

企業経営理論 全２回

運営管理 全２回

財務・会計 全２回

全２回

全１回

NA20128 NA20129

　2020年合格目標　１次上級合格コース

札幌本校／仙台本校／富山本校／新橋本校／新宿エルタワー
本校／池袋本校／横浜本校／静岡本校／名古屋駅前本校／
京都駅前本校／梅田駅前本校／神戸本校／岡山本校／広島
本校／福岡本校／那覇本校／金沢校[提携校]

札幌本校／仙台本校／富山本校／新橋本校／新宿エルタワー
本校／池袋本校／千葉本校／横浜本校／静岡本校／名古屋
駅前本校／京都駅前本校／梅田駅前本校／神戸本校／岡山
本校／広島本校／福岡本校／那覇本校／新潟校[提携校]／金
沢校[提携校]／

会場
受験

実施校

会場
受験

実施校

2020年１次上級合格コース
Ｗｅｂ・音声DL視聴期限：2020/11/23（月・祝）

全７科目 20/5/19 (火) 20/6/5 (金) 20/6/30 (火)

全７科目 20/5/12 (火)

講座コード：NB20129

科目
Ｗｅｂ配信日
教材発送日

答案提出締切日
成績表

公開予定日

20/3/17 (火) 20/4/10 (金)

Ｗｅｂ・音声ＤＬ配信日
通信教材・ＤＶＤ発送日

中小企業経営・政策 フォローアップ編 20/6/9 (火)

科目
Ｗｅｂ配信日
教材発送日

20年１次ファイナル全国模試

経済学・経済政策

答案提出締切日

応用レベル編

中小企業経営・政策

19/10/15 (火)

成績表
公開予定日

20年１次ステップアップ全国模試 講座コード：NB20128

Ｗｅｂ・音声ＤＬ配信日／通信教材・ＤＶＤ発送日

20年１次過去問解法講座 講座コード：NB20117

科目 回数

経営情報システム

経営法務

企業経営理論

運営管理

財務・会計

回数

20年１次テーマ別答練

20/6/30 (火)経営情報システム 20/5/12 (火)

経営法務 *9：50～10：50

11：30～12：30

中小企業経営・政策 13：30～15：00 中小企業経営・政策

11：30～12：30

2日目：2020年4月12日（日）

13：30～15：00

経営法務 *9：50～10：50

経営情報システム

科目

2日目：2020年6月7日（日）

科目

成績表公開日

11：30～12：30

企業経営理論

15：40～17：10

科目

15：40～17：10

財務・会計

経営情報システム

時間

運営管理

*9：50～10：50

20/6/30 (火)
13：30～15：00

11：30～12：30 財務・会計

時間成績表公開日

経済学・経済政策 *9：50～10：50

20/5/12 (火)

経済学・経済政策

成績表公開日時間

運営管理

科目

13：30～15：00 企業経営理論

成績表公開日時間

1日目：2020年4月11日（土） 1日目：2020年6月6日（土）

Ｗｅｂ解説　NA20133

演習のみ

科目

演習のみ

講座コード：NB20124

基礎レベル編 19/11/12 (火)

中小企業経営・政策

Ｗｅｂ・音声ＤＬ配信日
通信教材・ＤＶＤ発送日

全国統一日程 全国統一日程
ＤＶＤ解説　NA20134１次ステップアップ全国模試 １次ファイナル全国模試

Ｗｅｂ解説　NA20131
ＤＶＤ解説　NA20132

1次ステップアップ全国模試・1次ファイナル全国模試　会場受験

中小企業経営・政策

20/2/12 (水)

経営情報システム

●教材発送日のご案内 

 ①教材発送につきましては原則、当該スケジュール冊子の通信      

   発送スケジュールの日程にて発送します。 

 ②スケジュールに随時発送と記載のある講座、および、途中申込の方 

   (当該スケジュール冊子の発送日を過ぎてからお申込みの方)につき 

     ましては、講座申込手続き完了から、目安として下記のような発送日 

     となります。 

  ・テキスト、DVD教材・・・１週間～10日程度で発送。 

   但し、テキスト等在庫切れ等の場合には、1ヶ月程度かかる場合 

      もございますのでお急ぎの場合等には予めお問い合わせ下さい。 

 ③スケジュールは事前の予告なく変更または中止する場合もご 

   ざいます。予めご了承下さい。 

 

20年1次ステップアップ全国模試・20年1次ファイナル全国模試は、会場受験も実施いたします。下記日程をご確認ください。 

解説講義は、WEBまたはDVDにて自宅受講となります。 



全1回

全1回

全1回

全1回

全2回

全2回

全2回

全2回

全2回

全2回

全2回

全2回

NA20226 NA20229

Ｗｅｂ・音声ＤＬ配信日／通信教材・ＤＶＤ発送日

科目

　2020年合格目標　2次上級合格コース

2次ステップアップ全国模試・2次ファイナル全国模試　会場受験

20年２次厳選過去問アプローチ講座 講座コード：NB20228

科目 回数
Ｗｅｂ・音声ＤＬ配信日

通信教材・ＤＶＤ発送日

Ｗｅｂ・音声ＤＬ配信日
通信教材・ＤＶＤ発送日

20/2/12 (水)

組織・人事

20年２次ステップアップ答練

回数

財務・会計

科目

全6回 20/2/12 (水)

答案提出締切日科目
Ｗｅｂ配信日
教材発送日

20年２次ベーシック答練

全4事例

生産・技術

マーケ・流通

回数

20年２次ステップアップ講座

財務・会計

20年２次ベーシック講座 講座コード：NB20211

19/11/12 (火)

マーケ・流通

Ｗｅｂ・音声ＤＬ配信日
通信教材・ＤＶＤ発送日

Ｗｅｂ・音声ＤＬ配信日
通信教材・ＤＶＤ発送日

科目 回数

科目

19/11/12 (火)
生産・技術

回数

組織・人事

全6回

全12回

講座コード：NB20226

講座コード：NB20213

回数
Ｗｅｂ・音声ＤＬ配信日

通信教材・ＤＶＤ発送日

20年２次アドバンス講座

20年２次ステップアップ全国模試

財務・会計

全4事例

20/1/28 (火)

講座コード：NB20212

回数

20年２次アドバンス答練

講座コード：NB20221

成績表
公開予定日

20/10/6 (火)

20年6月上旬予定

20/9/1 (火)20/7/14 (火)

20/4/14 (火) 20/5/8 (金)

生産・技術

組織・人事

マーケ・流通
20/7/14 (火)

Ｗｅｂ・音声ＤＬ配信日
通信教材・ＤＶＤ発送日

講座コード：NB20223

回数

講座コード：NB20222

20/7/14 (火)全4回

科目

科目

20年２次ファイナル全国模試

20年事例 IV 集中答練 講座コード：NB20225

科目

成績表
公開予定日

Ｗｅｂ・音声ＤＬ配信日
通信教材・ＤＶＤ発送日

Ｗｅｂ・音声ＤＬ配信日
通信教材・ＤＶＤ発送日

科目
Ｗｅｂ配信日
教材発送日

20/4/14 (火)

Ｗｅｂ解説　NA20233
ＤＶＤ解説　NA20234

【実施日程】　2020/9/6（日）9：40～17：20

講座コード：NB20229

財務・会計 全6回

2020年2次上級合格コース
Web・音声DL視聴期限：2020/11/23(月・祝)

答案提出締切日

Ｗｅｂ解説　NA20231
ＤＶＤ解説　NA20232 ２次ファイナル全国模試２次ステップアップ全国模試

札幌本校／仙台本校／富山本校／新橋本校／新宿エルタワー
本校／池袋本校／静岡本校／名古屋駅前本校／京都駅前本校
／梅田駅前本校／神戸本校／岡山本校／広島本校／山口本校
／松山本校／福岡本校／金沢校[提携校]

【実施日程】　2020/5/10（日）9：40～17：20

札幌本校／仙台本校／富山本校／新橋本校／新宿エルタワー
本校／池袋本校／千葉本校／静岡本校／名古屋駅前本校／京
都駅前本校／梅田駅前本校／神戸本校／岡山本校／広島本校
／山口本校／福岡本校／那覇本校／新潟校[提携校]／金沢校
[提携校]

会場
受験

実施校

会場
受験

実施校

●教材発送日のご案内 

 ①教材発送につきましては原則、当該スケジュール冊子の通信      

   発送スケジュールの日程にて発送します。 

 ②スケジュールに随時発送と記載のある講座、および、途中申込の方 

   (当該スケジュール冊子の発送日を過ぎてからお申込みの方)につき 

     ましては、講座申込手続き完了から、目安として下記のような発送日 

     となります。 

  ・テキスト、DVD教材・・・１週間～10日程度で発送。 

   但し、テキスト等在庫切れ等の場合には、1ヶ月程度かかる場合 

      もございますのでお急ぎの場合等には予めお問い合わせ下さい。 

 ③スケジュールは事前の予告なく変更または中止する場合もご 

    ざいます。予めご了承下さい。 

 

20年2次ステップアップ全国模試・20年2次ファイナル全国模試は、会場受験も実施いたします。 
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