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司 法 試 験
2015年合格目標［冬開講］

法科大学院在学生・修了生・予備試験合格者向け

冬
の
真
剣
勝
負
！

全国ファイナル公開模試
セミファイナル編 開講！
論文過去問答練 開講！
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LECでは2度のシミ 

全国ファイナル公開模試
セミファイナル編

実施校： 水道橋本校、渋谷駅前本校、池袋本校、立川本校、横浜本校、千葉本校、大宮本校、梅田駅前本校、神
戸本校、京都駅前本校、札幌本校、仙台本校、静岡本校、名古屋駅前本校、岡山本校、広島本校、松山
本校、福岡本校、那覇本校、新潟本校、富山本校、長崎本校、熊本本校、高松本校、鹿児島本校

実施校：新宿エルタワー本校、横浜本校、梅田駅前本校

東京 12/24［水］・25［木］・27［土］・28［日］

2015年 1/2［金］・3［土］・5［月］・6［火］

A日程

B日程

全日程統一スケジュール
1日目

9:30

12:30

13:45

15:45

16:30

18:30

2日目 3日目 4日目

論文式試験
選択科目

論文式試験
公法系第1問

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

論文式試験
公法系第2問

10:00

12:00

13:15

15:15

16:00

18:00

論文式試験
民事系第1問

論文式試験
民事系第2問

論文式試験
民事系第3問

9:30

11:30

12:45

14:45

論文式試験
刑事系第1問

短答式試験

法
務
省
か
ら
発
表
さ
れ
次
第
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。

論文式試験
刑事系第2問
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福岡

●

大阪

●
●

名古屋

●●

東京

●

札幌

ュレーションが可能！

全国ファイナル公開模試
ファイナル編

実施校： 水道橋本校、渋谷駅前本校立川本校、千葉本校、大宮本校、梅田駅前本校、神戸本校、京都駅前本校、
札幌本校、岡山本校、広島本校、松山本校、新潟本校、熊本本校

実施校： 仙台本校、静岡本校、那覇本校、富山本校、長崎本校、高松本校、鹿児島本校

実施校： 池袋本校

外部会場日程は、司法試験ホームページ及び2月発行の司法試験模試パンフレット 
でお知らせいたします。

全国5都市で 
本試験会場※で実施！
本試験会場※を5会場用意しました！
全国各地で本試験同様のシミュレートができます。
※平成26年に司法試験が実施された会場

2015年 4/1［水］・2［木］・4［土］・5［日］

2015年 3/25［水］・26［木］・28［土］・29［日］

2015年 3/30［月］・31［火］・4/2［木］・3［金］

LEC本校 B日程

LEC本校 A日程

LEC本校 C日程

外部会場日程
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LECの模試は様々なコン 
採点格差調整

ライバルの優秀答案が 
ついてくる

充実の成績表 本試験に直結した良問を出題

全国ファイナル公開模試
採点実感講義

司法試験で採用されている採点格差調整を
実施いたします。法務省司法試験委員会が公
表している右記の算式を用いて、採点者によ
る点数のばらつきを押さえることで、本試験
のシミュレーションとしての効果を最大限に発
揮させます。

本模試を実際に受験した受講生の答案の中から、各科目1通づつ
優秀答案をピックアップしてお見せいたします。ライバルとなる受
験生の生の答案にふれることで、よりリアルに弱点を把握でき、こ
れからの学習を効果的にすすめることができます。

総合評価だけでなく、個人・総合・短答・論文など受験生が知りた
い要素を凝縮した成績表を提供します（LECスコアオンラインシス
テムでの閲覧となります）。

直前期に実施されるファイナル編の問題は、LEC自慢の講師陣の
完全監修のもと作成された新作問題です。年末年始に実施される
セミファイナル編の問題は、一昨年実施された2013年合格目標
全国ファイナル公開模試ファイナル編（LA/B12888）の問題を使
用して実施します。どちらもLEC自慢の問題をお届けいたします。

［プロフィール］福岡市出身。2009年、東京大学入学。2010年公
認会計士試験合格（LEC会計士講座出身）。2011年司法試験予備
試験合格後、2012年司法試験に最終合格。日商簿記1級。

［プロフィール］明治大学政治経済学部卒業。裁判所事務官Ⅰ種特例試験受
験後、裁判所事務官、裁判所書記官として裁判実務を経験。明治大学法科大学
既修者コース修了。弁護士登録（東京弁護士会）。新旧司法試験受験生当時か
ら積極的に自主ゼミを開催し受験指導を手がける。司法試験合格後も受験指導
を継続し、司法試験の合格答案の書き方や短答試験のための効率的な学習方法
を研究し続けている。司法修習修了後は弁護士として民事・刑事の事件を処理
する中で、司法試験と実務の接点を発見し、日々の受験指導に活かしている。

［プロフィール］ 1999年3月 神戸大学法学部法律学科卒業　民
間企業・厚生労働省勤務を経て、2004年4月 早稲田大学大学院
法務研究科入学。2007年3月 早稲田大学大学院法務研究科卒業
後、同年9月 司法試験合格。同年11月 最高裁判所司法研修所入
所（司法修習生）。2008年12月 弁護士登録。

［プロフィール］ 2005年3月 早稲田大学法学部卒業。2008年3
月 早稲田大学大学院法務研究科卒業後、2009年9月 司法試験合
格。同年11月 最高裁判所司法研修所入所（司法修習生）。2010
年12月 弁護士登録。教員免許も取得している（高等学校教諭一
種）。

受講生の皆さんの添削結果が出揃ったところで、これらの答案をも
とに採点実感講義を実施いたします。武山茂樹講師が、本模試を
実際に受験した受講生の答案を複数示しながら、ライバル達がど
のように書いたのか。ありがちなミスはどのようなものだったのかな
どを解説していきます。

LEC専任講師

武山 茂樹

※本サービスはWeb上からの閲覧のみとなります。

矢島 純一
LEC専任講師
担当科目：ファイナル編
【民事系】民法・民事訴
訟法

水野 遼
LEC講師
担当科目：ファイナル編
【公法系】憲法・行政法

三枝 充
LEC専任講師
担当科目：ファイナル編
【民事系】商法

反町 義昭
LEC専任講師
担当科目：ファイナル編
【刑事系】刑法・刑事訴
訟法
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テンツで受験生を支援！

担当講師
LEC専任講師

武山 茂樹

すぐに役立つ合格者特別講義と武山茂樹講師の特別講義です。

武山茂樹講師 特別講義

2014年合格者特別講義

［講座の概要］

本試験は、既存の知識を問う出題よりも、未知の問題点の出題の方が多い特殊な試験です。そこで、こ

の講座では、過去問を素材として、判例問題を含む未知の問題が出た時に、いつでも同じ思考方法を

用いて対立利益を衡量する方法を伝えます。まず、これを身につけないとインプットをどのようにする

べきかが定まらず、誤った学習をしてしまうおそれがあります。なお、そもそも問題点に気付くことができ

ないという方のために、問題点の見つけ方すなわち論点抽出方法（ヒントの見つけ方）についても、本

試験のヒントの出し方を具体的に示し、じっくり過去問を用いて解説していきます。これ1つあれば、司

法試験に合格できない原因すなわち弱点のほとんどが潰れる講座を目指します。講義で取り扱った問題

については、全て講師が解答例を示します。

［講師メッセージ］

司法試験の問題は判例の事案を変え、あるいは全く未知の問題点を問うものとなっています。その変え

方、問い方は、一見すると多様なものにみえます。しかし、実際のところは、典型的な事案の対立利益の

うち、その片方を上げたり下げたりしているだけです。受験生には、どこがどのようにずらされているか

を理解し、示すことが求められています。しかし、思考様式すなわちマニュアルが無ければ、常に一定の

成果を出せるとは限りません。そこで、これに従って書けば、自ずと対立利益が衡量できているという型

を示したいと思います。法律論の根本を形にしたものであるため、いわゆる受験テクニックの類ではな

く、2項対立の形にして思考を整理する方法をお教えするものです。私の提案するフォームに従って過去

問を処理していただければ、ご自身の力で対立利益を考え、処理を表現する力が身に付きます。

私は、本試験問題の問題点には気付けるのに、なぜか順位が伸びないという経験をし、合格が手の中か

ら逃げていくような感覚を覚えました。今年の私の成績は公法82→102点，民事144→176点，刑事

87→107点，労働46→56点でした（小数点第1位以下は省略）。ちょうど各科目10点ずつ成績が上

がったことになります。しかし、私は3科目全く手をつけず5科目だけの勉強しかしていないにもかかわら

ず、これだけの点数アップがあったことは、本試験には知識以外の点にかなりの配点があることが予測さ

れます。受験生の皆様には、これをしっかり掴んでいただきたいと思います。

教材発送日／Web配信・音声DL開始日  2014/12/22（月）

親族・相続条文マスター

合計で80点上げる処理マニュアル

平成26年 重要判例解説講義
［講座紹介］

民法の親族相続分野を，条文・判例・論点を中心になんと6時間でマス
ターする講座です。親族相続が手つかずの方から，一通りやったけど効
率よく復習したい方まで対象としています。

［講師メッセージ］
司法試験の最重要科目である民法。不法行為まではやったけど、親族
相続は手付かずの方、あるいはロー入試でやったっきりの方も多いので
はないでしょうか。しかし、短答では必ず出ます。しかも数
問。さらに、論文でも出ています。それも複数回。後回しに
しがちな分野ですが、6時間でマスターしてしまいましょ
う。親族相続までやったことは、本試験の自信につながり
ます。

［講座紹介］
例年4月に発行される「重要判例解説（有斐閣）」の解説講義です。本
試験で特に出題されそうな判例をピックアップしていきますので、直前
期に効率よく学習することができます。本講義を利用して大切な直前
期の時間を有効活用してください。

Web配信予定日  2015年4月中旬（予定）
使用教材  平成26年重要判例解説（有斐閣）【別売教材】

総回数

使用教材

講義スケジュール

担当講師

タイムスケジュール

講義85分 休憩10分 講義85分

司法試験過去問と公式資料

全5回 15時間

第1回　導入説明
第2回　未知の問題へのアプローチ1
第3回　未知の問題へのアプローチ2
第4回　判例問題へのアプローチ
第5回　一方的適用型問題と憲法への 

アプローチ

松本 秀人 LEC専任講師

▶ ▶

教材発送日／Web配信・音声DL開始日  
2014/12月下旬（予定）

全国ファイナル
公開模試 特別講義！ 
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日程
１日目

２日目

　　　試験科目
論文式試験（選択科目）
論文式試験（公法系第1問）
論文式試験（公法系第2問）
論文式試験（民事系第1問）
論文式試験（民事系第2問）
論文式試験（民事系第3問）

集合時刻
　8:30

　9:00

着席時刻
9:00
13:30
16:15
9:30
13:00
15:45

　試験時間
9:30～12:30
13:45～15:45
16:30～18:30
10:00～12:00
13:15～15:15
16:00～18:00

日程
3日目

4日目

　　　試験科目
論文式試験（刑事系第1問）
論文式試験（刑事系第2問）
短答（民事系）
短答（公法系）
短答（刑事系）

集合時刻
　8:30

着席時刻
9:00
12:30

未定（法務省から発表があり次第、
LEC司法試験ホームページで
お知らせいたします）

本締切日は成績処理に反映させるための答案提出期限です。本締切日を過ぎて答案を提出された場合でも添削を受けることができます。添削期限は2015/2/28（論文答案提出最終〆切日）です。

　試験時間
9:30～11:30
12:45～14:45

タイムテーブル（セミファイナル編・ファイナル編共通）

マークシート・論文答案 提出締切日

セミファイナル編　通学受験 各試験実施当日　自宅受験12/19［金］必着

セミファイナル編の実施概要

ファイナル編の実施概要

Ａ日程 2015/3/25（水）、26（木）、28（土）、29（日）
Ｂ日程 2015/4/1（水）、2（木）、4（土）、5（日）
Ｃ日程 2015/3/30（月）、31（火）、4/1（木）、2（金）

外部会場日程 後日お知らせいたします（※）

教材発送日 2014/12/8（月）
短答式試験用マークシート及び論文答案用紙提出〆切日（※1） 2014/12/19（金）

論文答案提出最終〆切日（※2） 2015/2/28（土）

採点実感講義WEB配信日 2015/1/13（火）
採点実感講義DVD発送日 2015/1/26（月）

短答式試験成績公開日 2015/1/13（火）
添削済み答案WEB公開日 2015/1/23（金）

成績表公開日 2015/1/27（火）
成績表発送日（郵送返却オプション申込者のみ） 2015/2/3（火）

実施校 A日程 B日程 C日程

関東

水道橋本校 × ○ ×
渋谷駅前本校 × ○ ×
池袋本校 × × ○
立川本校 × ○ ×
千葉本校 × ○ ×
大宮本校 × ○ ×

関西
梅田駅前本校 × ○ ×
神戸本校 × ○ ×
京都駅前本校 × ○ ×

その他

札幌本校 × ○ ×
仙台本校 ○ × ×
静岡本校 ○ × ×
岡山本校 × ○ ×
広島本校 × ○ ×
松山本校 × ○ ×
那覇本校 ○ × ×
新潟本校 × ○ ×
富山本校 ○ × ×
長崎本校 ○ × ×
熊本本校 × ○ ×
高松本校 ○ × ×
鹿児島本校 ○ × ×

本試験会場

東京

後日お知らせいたします（※）
大阪
札幌
名古屋
福岡

※1 成績処理に反映させるための提出期限です。
※2 成績処理は受けることができませんが、添削だけ受けることができる提出期限です。

※解説講義はございませんのでご注意下さい。

（※）ファイナル編のその他の詳細につきましては、司法試験冬パンフレット（11月中旬発行予定）
又は全国ファイナル公開模試直前期発行リーフレット（2月頃発行予定）をご覧下さい。

実施会場 実施スケジュール

LA/B14886

LA/B14888

実施スケジュール
通学受験

自宅受験

通学受験自宅受験共通

成績公開スケジュール

実施会場

実施校 A日程 B日程

関東

水道橋本校 ○ ×
渋谷駅前本校 ○ ×

新宿エルタワー本校 × ○
池袋本校 ○ ×
立川本校 ○ ×
横浜本校 ○ ○
千葉本校 ○ ×
大宮本校 ○ ×

関西
梅田駅前本校 ○ ○
神戸本校 ○ ×
京都駅前本校 ○ ×

その他

札幌本校 ○ ×
仙台本校 ○ ×
静岡本校 ○ ×

名古屋駅前本校 ○ ×
岡山本校 ○ ×
広島本校 ○ ×
松山本校 ○ ×
福岡本校 ○ ×
那覇本校 ○ ×
新潟本校 ○ ×
富山本校 ○ ×
長崎本校 ○ ×
熊本本校 ○ ×
高松本校 ○ ×
鹿児島本校 ○ ×

Ａ日程 2014/12/24（水）、25（木）、27（土）、28（日）
Ｂ日程 2015/1/2（金）、3（土）、5（月）、6（火）

通学受験
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模試パック

受講料

全2回 49,800円［税込8％］
本パックに含まれる講座 ●全国ファイナル公開模試セミファイナル編（LA/B14886）
 ●全国ファイナル公開模試ファイナル編（LA/B14888）

セミファイナル編・ファイナル編　通学、解説講義Web+音声DLの場合
※｢セミファイナル編｣のみの販売、「ファイナル編」のみの販売はございませんのでご注意下さい。

セミファイナル編
1回

ファイナル編
1回 49,800円

（税込8%）
＋ ＝

［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下さい。実施済受講料、手数料等を清算の上返金します。教材等の返送料はご負担頂きます。
※詳細はLEC申込規定（http://www.lec-jp.com/kouzamoushikomi.html）をご参照下さい。

セミファイナル編 ファイナル編 受講形態 回数

（8％税込価格）

講座コード
一般価格 大学生協・

書籍部価格
代理店
書店価格

会場 会場
Web+音声DL+スマホ

2

49,800円 47,310円 48,804円 LA14892

DVD 59,760円 56,772円 58,565円 LA14893

自宅 会場
Web+音声DL+スマホ 49,800円 47,310円 48,804円 LB14894

DVD 59,760円 56,772円 58,565円 LB14895

会場 自宅
Web+音声DL+スマホ 49,800円 47,310円 48,804円 LB14896

DVD 59,760円 56,772円 58,565円 LB14897

自宅 自宅
Web+音声DL+スマホ 49,800円 47,310円 48,804円

LB14898
DVD 59,760円 56,772円 58,565円

■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書店（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。

会場受験・自宅受験共通
●選択科目は労働法・倒産法・知財法・経済法・租税法・国
際関係法（公法系）・国際関係法（私法系）、環境法の8科目
から1科目を選択してください。
●解説講義は、ファイナル編の論文式試験の公法系、民事
系、刑事系のみの実施となります。セミファイナル編には解説
講義はございません。また、ファイナル編の短答式試験及び
論文式試験選択科目にも解説講義はございませんので、予め
ご了承下さい。

会場受験
●試験会場では六法の貸与はございません。必ず判例の記載
のない六法をご持参ください。
●外部会場受験をご希望の方は、第1日目の2営業日前ま
でにお申込から受講証の受け取りまでをお済ませください。ま
た、当日の会場でのお申込受付は予定しておりません。予め
ご了承ください。
●全てのマークシート・答案を提出した方のみ、総合評価の
対象となります。途中欠席、退席をされた場合は提出した分
のみの成績処理となります。
●会場受験には定員がございます。予めご了承ください。

自宅受験
●短答式試験用マークシート及び論文答案用紙提出〆切日を
過ぎて到着したマークシート・答案は成績処理の対象外となり
ます。
●提出されたマークシート・答案に不足があった場合、総合
評価の対象外となります。提出いただいた分については、成
績処理いたします。

【郵送返却】LB14886：4,320円/LB14888：4,320円

［注意事項］



06

11月開講！ 論文過
「過去問を何度か解いたけれどまだポイントをつかめない方」や「厳密に時間を計り本試験
と同じ時間帯で書く練習をまだしていない方」は多いと思います。そうした方のために、司
法試験本試験論文過去問を使った演習講座をご用意しました。（新）司法試験過去問は8
年分蓄積されていますが、年を追うごとに傾向が変わってきているため、漫然と古い過去
問をつぶしても効率のよい学習は望めません。新しい問題から対策していき、現在の試験
の傾向に則した対策をする必要があります。そこで、本講座では大々問が廃止された平成
23年から平成26年までの4年分を扱っていきます。

司法試験合格のために、やらなければならないことがたくさんあり、何から手をつけて良い
のか迷うこと、ありますよね。一通り、法律の基礎を学んだ上で迷っているのならば、まず
綿密な過去問検討をすることをお勧めします。過去問を解くことによって、司法試験のレベ
ルを把握し、時間配分を学びます。その後、しっかり法務省発表の出題の趣旨を検討しま
す。この繰り返しによって、本番で慌てない本物の力を身につけることができると思います。
問題をどのように読むのか、どんな事実に注目するのか、私自身の経験も交えながらお話
ししたいと思います。また、時間が許す限り、合格者の答案を検討し、時間内に書ききる
上手な表現の仕方などを学びましょう。出題の趣旨に書いてあることすべてを実践するの
は難しいので、その中で特に気をつけたいことも指摘していきます。この講義を機に、しっ
かり過去問検討をして、合格へ向かっていってください。

判例百選や重要判例解説等に掲載
されている判例は、学習上絶対に目
を通すべき重要なものです。プライ
マリー判例Q＆Aでは、学習上有
用であると考えられる判例をその中
から更にピックアップし、その判例を
確認するためのQ＆Aを作成しまし
た。Q＆Aの内容は、どれも基本事
項で司法試験受験生ならば、解答
出来るはずのものばかりです。Q＆
Aを解答出来なかった場合には、一
度、後ろを振り返ってもういちど基
本的知識が身についているか確認し
てみましょう。1科目あたり5～10
の判例を掲載しています。

講座の概要

講師メッセージ

申込特典

総回数

Web配信開始/教材発送日

Web配信終了日

使用教材

申込特典

添削

担当講師

H23年　2014/11/10（月）
H24年　2014/12/8（月）
H25年　2015/1/13（火）
H26年　2015/1/26（月）

2015/7/31（金）

本試験過去問
オリジナル解説レジュメ
出題趣旨・採点実感

プライマリー判例Q&A（直前期に重要な判例を
Q&A形式でチェック！）
出題趣旨・採点実感・ヒアリング集（H18～H26）
司法試験過去問題（H18～H26）

添削あり（添削は全て新司法試験合格者が担当）
※成績処理はございません。

答案提出期限 ： 2015/7/31（金）

全12回 （全28問）

LEC講師

佐藤 みのり
プロフィール
神奈川県横浜市出身。
平成20年3月慶應義塾大学法学部政治学科
卒業（首席）。同年4月慶應義塾大学法科大学
院未修者コース入学（特待生）。平成24年3
月同法科大学院修了。同年9月司法試験合格
（上位6.8%）

プライマリー判例
Q＆A

画像はイメージです



お得な割引

07

去問答練

演習 （会場受験又は自宅受験）

解説講義 （自宅受験）

刑事系・公法系 240分　民事系 360分

刑事系・公法系 120分　民事系 180分

タイムスケジュール

申込形態
回数

（8％税込価格）

講座コード
一般価格

大学生協・
書籍部価格

代理店
書店価格受講形態 科目

会場受験
Web＋音声DL＋スマホ

一括 12

80,000円 76,000円 78,400円 LA14536

DVD 96,000円 91,200円 94,080円 LA14536+LB14536

自宅受験/提携校通学
Web＋音声DL＋スマホ 80,000円 76,000円 78,400円 LB14536

DVD 96,000円 91,200円 94,080円 LB14536

会場受験
Web＋音声DL＋スマホ

年度別
（H23～26）

3

26,000円 24,700円 25,480円 LA14536

DVD 31,200円 29,640円 30,576円 LA14536+LB14536

自宅受験/提携校通学
Web＋音声DL＋スマホ 26,000円 24,700円 25,480円 LB14536

DVD 31,200円 29,640円 30,576円 LB14536

《解約・返品について》
弊社所定の書面をご提出下さい。実施済受講料、手数料等を清算の上返金いたします。
教材等の返送料はご負担いただきます。詳細はLEC申込規定（http://www.lec-jp.com/kouzamoushikomi.html）をご参照下さい。
■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書店（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。

※池袋、渋谷駅前、水道橋、千葉、富山、梅田駅前は12/11（木）で実施いたします。

実施日 実施校

実施時間

受講料

科目 年度 水曜クラス 木曜クラス 金曜クラス 土曜クラス 日曜クラス

公法系 H23 11/12（水） 11/13（木） 11/14（金） 11/15（土） 11/16（日）

民事系 H23 11/19（水） 11/20（木） 11/21（金） 11/22（土） 11/23（日）

刑事系 H23 11/26（水） 11/27（木） 11/28（金） 11/29（土） 11/30（日）

公法系 H24 12/3（水） 12/4（木） 12/5（金） 12/6（土） 12/7（日）

民事系 H24 12/10（水） 12/11（木） ※12/12（金） 12/13（土） 12/14（日）

刑事系 H24 12/17（水） 12/18（木） 12/19（金） 12/20（土） 12/21（日）

公法系 H25 1/7（水） 1/8（木） 1/9（金） 1/10（土） 1/11（日）

民事系 H25 1/14（水） 1/15（木） 1/16（金） 1/17（土） 1/18（日）

刑事系 H25 1/21（水） 1/22（木） 1/23（金） 1/24（土） 1/25（日）

公法系 H26 1/28（水） 1/29（木） 1/30（金） 1/31（土） 2/1（日）

民事系 H26 2/4（水） 2/5（木） 2/6（金） 2/7（土） 2/8（日）

刑事系 H26 2/11（水） 2/12（木） 2/13（金） 2/14（土） 2/15（日）

実施校 クラス 時間帯

水道橋 金曜 A

渋谷駅前 金曜 A

池袋 金曜 A

横浜 木曜 A

千葉 金曜 B

梅田駅前 金曜 A

神戸 土曜 A

神戸 日曜 A

京都駅前 土曜 A

京都駅前 日曜 A

仙台 金曜 A

静岡 金曜 A

名古屋駅前 水曜 B

福岡 金曜 A

富山 金曜 A

新潟 金曜 A

時間帯A
公法系/刑事系 10：00～15：00

民事系 10：00～17：30

時間帯B
公法系/刑事系 13：00～17：30

民事系 13：00～20：30

論文パーフェクト答練（一括、分析編、実戦編）受講生

15％割引
（本講座一括申込限定）

【郵送返却：一括15,120円／科目別3,780円（税込8％）】
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対象講座 下記①～③のコース 2014年10月末迄 10％割引
下記④～⑥のコース 2014年12月末迄 15％割引　2015年1月末迄 10％割引

割引率

再チャレンジ割引、入門生割引、ステップアップ割引、グループ割引のいずれか
一つの割引と併用可。ただし、併用後の割引率は最大30%迄となります。

併用

①短答論文アウトプットコース ②論文アウトプットコース
③予備試験合格者向けコース ④短答論文アウトプットライトコース
⑤論文アウトプットライトコース ⑥論文アウトプットライト＋論文過去問答練コース

対象コース・講座

対象期間内に対象コースをお申込みの方全て対象者

短答過去問コンプリートマスター 30％割引   その他の講座・コース 15％割引割引率

早期割引価格のみ併用可。併用

過去に司法試験（新司法試験が対象）を受験された方対象者

〈ご利用の際の注意事項〉

対象コース・講座

割引の証明として2008～2014年いずれかの成績通知をお持ち下さい。

●短答論文アウトプットコース ●論文アウトプットコース
●短答論文アウトプットライトコース ●論文アウトプットライトコース
●論文アウトプットライト+論文過去問答練コース
●論文過去問答練+模試パック ●予備試験合格者向けコース

20％割引

早期割引価格のみ併用可。ただし、併用後の割引率は最大30%迄となります。併用

割引率

割引の証明として、左記の講座を受講していた際の受講証またはそのコピーをご持参下さい。
受講証をお持ちでない場合は、LECでの受講履歴を確認させていただきます。

対象コース・講座

〈ご利用の際の注意事項〉

●短答論文アウトプットコース●論文アウトプットコース
●短答論文アウトプットライトコース●論文アウトプットライトコース
●論文アウトプットライト+論文過去問答練コース
●論文過去問答練+模試パック●予備試験合格者向けコース

論文短答重要事項インプット講座（LB14597）、3倍速インプット講座（LB14580）、
論文インプット講座（LB14537）、論文アウトプット完成講座（LA/B14552）のいず
れかの講座を既にお申込みの方（科目別申込み除く）

対象者

LEC入門生20％割引   他校の入門レベル受講生10％割引割引率

早期割引価格のみ併用可。ただし、併用後の割引率は最大30%迄となります。併用

過去の受講証を窓口までお持ち下さい。紛失された方は窓口で受講履歴を確認させていただ
きますので身分証明書をお持ち下さい。なお、他校の入門レベル講座を受講された方で本割引
制度ご利用希望の方は該当講座の受講を証明する書類をご用意下さい。

〈ご利用の際の注意事項〉

対象者

●短答論文アウトプットコース  ●論文アウトプットコース
●短答論文アウトプットライトコース  ●論文アウトプットライトコース
●論文アウトプットライト+論文過去問答練コース
●論文過去問答練+模試パック ●予備試験合格者コース

対象コース・講座

LEC司法試験「入門講座」もしくは他校の入門レベル講座を過去に６科目一
括以上で受講された方。

１．代表者による申込手続をする場合は、代表者以外の方の「講座申込用紙・委任状・同意書・
身分証明書のコピー」を全員分ご提出していただきます。これらの書類は申込者ご本人の直筆書
類をご提出下さい。２．講座申込用紙・委任状・同意書は LEC 各本校に用意してございます。３．
グループ申込割引の対象となるのは、同一講座を同一機会にお申込いただいた場合に限ります。

代表者が申込手続をする場合は、代表者以外の方の「委任状、同意書、講座申込書、
身分証明書のコピー」が必要となります。

割引率

早期割引価格のみ併用可。ただし、併用後の割引率は最大30%迄となります。

〈必要書類〉

申込人数 3～5名

10％ 15％ 20％グループ割引
割引率

6～10名 11名以上

※確認事項があるため、LEC本校窓口にてのご利用となります。ご注意下さい。

〈ご利用の際の注意事項〉

対象者 3名以上で同一講座を同時にお申込になられた方

対象コース・講座 ●短答論文アウトプットコース ●論文アウトプットコース
●短答論文アウトプットライトコース
●論文アウトプットライトコース
●論文アウトプットライト+論文過去問答練コース
●論文過去問答練+模試パック ●予備試験合格者コース

1.ご利用いただく為には、グループ割引を利用して申込んだ方（紹介者）が書いた、「司法試験グ
ループ割引追加申込証明書」（直筆）をご持参の上、LEC本校窓口にて講座申込手続きをお願い
いたします。２.本割引を紹介者が何人紹介しても割引率は変りませんのでご注意ください。
〈必要書類〉「司法試験グループ割引追加申込書」※LEC本校窓口にて配布しております。

グループ割引を利用して申込んだ紹介者と同じ割引率割引率

早期割引価格のみ併用可。ただし、併用後の割引率は最大30%迄となります。併用

※確認事項がある為、LEC本校窓口にてのご利用となります。ご注意ください。

〈ご利用の際の注意事項〉

対象者 グループ申込割引ご利用のご友人のご紹介があった方

●短答論文アウトプットコース ●論文アウトプットコース
●短答論文アウトプットライトコース ●論文アウトプットライトコース
●論文アウトプットライト+論文過去問答練コース
●論文過去問答練+模試パック ●予備試験合格者コース

併用

30％割引

他の割引と併用不可併用

司法試験を3回受験し受験資格を一度喪失された方で、平成22年又は平成23年
に法科大学院を修了した方

対象者

割引率

割引の証明として、平成 22 年又は平成 23 年に法科大学院を修了したことを証明する書類、司法
試験を 3回受験したことを証明する書類をお持ちください。

対象コース・講座 ●短答論文アウトプットコース ●論文アウトプットコース
●短答論文アウトプットライトコース ●論文アウトプットライトコース
●論文アウトプットライト+論文過去問答練コース
●論文過去問答練+模試パック

〈ご利用の際の注意事項〉

対象コース・講座

併用

早期割引価格のみ再チャレンジ割引、ステップアップ割引、入門生割引、グループ割引の割引のうちいずれか一つと併用が可能です。

早期割引価格 ������早割
最
大

再チャレンジ合格応援割引 ������最
大再チャ

ステップアップ割引 	�����ステップ

入門生割引
入門生 	�����最

大

グループ申込割引
グループ 	�����最

大

グループ申込追加割引
グループ 	�����最

大

リベンジ割引
リベンジ ������最

大


