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管理業務主任者／
マンション管理士

不動産３大資格を取得して、キャリアアップの夢をかなえよう！！

標準学習
期間

資格概要

主要コース（初学者向け）

平成27年本試験合格率

試験実施団体：管理業務主任者：（一社）マンション管理業協会　　　　　　
マンション管理士：（公財）マンション管理センター

試験科目

本試験
実施時期

試験形態

5ヵ月～10ヵ月 管理業務主任者：例年12月最初の日曜日
マンション管理士：例年11月最終日曜日 管理業務主任者：23.8％

マンション管理士：8.2％

民法・区分所有法・標準管理規約
管理実務・設備など

四肢択一50問（5問免除の方は45問※）
※管業合格またはマン管合格で一方の
試験が翌年5問免除になります。

【管理業務主任者】
マンション管理会社の事務所ごと30管理組合につき1名以上の設置義務、主任者独占業務があります。不動
産系企業の多くが資格取得を推奨しており、キャリアアップにも最適な国家資格です。
【マンション管理士】
マンション管理組合の立場に立ち、管理・運営に関するコンサルティング業務を行います。マンション管理
士資格をステップアップ条件とする企業も増加して、ますます可能性の広がる国家資格です。

2017年合格目標　管理業務主任者・マンション管理士ダブル合格コース【全69回,1コマ2.5時間】
知識ゼロからでも無理なく合格を目指せるカリキュラムです。「合格講座」でじっくりインプットした後、アウトプットは、一問一答形式から四肢択一
問題へ、さらに３ステップの答練・模試で段階的に解答力を養成します。ＬＥＣのコースは、知識の理解、定着、演習、仕上げという工程が全て含まれ
ています。Ｗeb受講形態を選べばスマホで隙間時間に学習も可能です。その他インターネットフォローも是非ご活用ください。
受講料の目安：104,000円～

講師から一言！　亀田 信昭　講師
管業・マン管試験は、身近なマンションに関
する法律や建築・設備知識を問うはずなので
すが、試験は何故か小難しく、言葉や文章も
難解に出題されます。また、選定試験という
性質上、わざと間違えるよう誘い水を向けて
きます。これをいかに面白く、記憶に残して
もらうか。？？」を「！！」に。日夜ネタ作
りに費やしています。もちろん、最終目標
は、「合格」です。秘伝の「合格」テクニッ
クも伝授します。講義は寝かせません。飽き
させません。ついてきてくれる方には、責任
をもって合格までお付き合いします。亀田の
オモロ講義期待してください。

合格者の声！ 取り掛かりはDVDの通信講座、宅建取得の際もLECで
お世話になったので、講義への信頼感、受講料割引
などの諸条件も魅力的でした。DVD講座は基本のテ
キストに加え、不定期にDVDと補足テキストが自宅
に送られてきます。まずは講義映像を自分の時間で
見られること、そして自習室の利用ができたことが
大きかったです。「どうしても今年合格しなければ
いけない」理由を再確認する。自分なりの「背水の
陣をひくこと」が必要ではないかと思います。 独
学では決して試験に取り組めないとわかっている私
は、今回もLECの諸先生方にお世話になり、何とか
合格することができました。 講座が良い意味での
強制力になったと思います。
（2015年度管理業務主任者試験合格　Tさん）

宅地建物取引士
ますます需要が高まる不動産系資格！

標準学習
期間

資格概要

主要コース（初学者向け）

平成27年本試験合格率

試験実施団体：（一財）不動産適正取引推進機構

試験科目

本試験
実施時期

試験形態

6か月～1年 例年10月第３日曜日 15.4％

権利関係（民法、不動産登記法、借地
借家法など）、宅建業法、法令上の制
限、税制

四肢択一50問（5問免除の方は45問※）
※不動産業にお勤めの方は、登録講習を
受講・修了することで5問免除されます。

宅建士は、不動産の売買・交換・貸借の代理・仲介（媒介）などの業務を行う専門家です。不動産取引で契
約を締結する際の重要事項の説明などは、宅建士以外の人は行うことができません。また、宅建士は、不動
産業の資格と思われがちですが、日々需要は拡大しており、不動産業界だけに留まりません。金融業界で
は、不動産を担保として融資する際の物件の評価で、宅建士の知識が発揮できます。一般企業でも、所有不
動産の有効利用が企業活動の今後を決定づけるのに宅建士は最適な資格です。

2017年合格目標 プレミアム合格フルコース【全78回】
インプット講義では、講師が、難しい専門用語を極力使わず、具体例をもって分かりやすく説明します。
その後、○×式の演習課題を解きながら、学んだ内容の定着をさらに進めていき、過去の本試験問題のうち、
合格者の正答率が高く、不合格者の正答率が 低い問題を題材にして、落としてはならない知識を総復習します。
受講料の目安：122,040円～

講師から一言！　水野 健　講師
勉強を始める前に「合格する！」と決めてください。
そして勉強は楽しく興味を持ってやりましょう。
興味を持てると実力は飛躍的に伸びます。
 私の仕事は皆さんに勉強に対する興味を持って頂く
ことです。
 皆さんは興味を持ったら合格する気持ちを忘れずに
一直線に努力をしてください。
 無駄な努力はさせません！
私と一緒に合格というゴールへ駆け抜けましょう！！

合格者の声！

考え方を学んでいくやり方で合格
水野先生の講義は落語を聞いているような楽しさが
あり、余分な所は覚えないという教え方が心地よ
かったです。
先生のおっしゃる通り、記憶するのは最低限にして
考え方を学んでいくやり方が合格のコツでした。
（2015年合格　Mさん）

初学者の基礎学習から学習経験者の学びなおしまで！LECの出る順テキスト
出る順管理業務主任者・マンション管理士合格テキスト①②③
出る順管理業務主任者分野別過去問題集①②
出る順マンション管理士分野別過去問題集①②
他にも、管理業務主任者合格コース、マンション管理士合格コースもございます。
詳細は、是非、ＬＥＣマン管までアクセスをお待ちしております。

宅建士合格前も合格後も、LECの講習で完全バックアップ！
登録講習（5問免除）：不動産業（宅建業）に従事している方が受講できる宅建法定講習で
す。講習修了者には「登録講習修了者証明書」が交付され、以後3年以内に実施される「宅地
建物取引士資格試験」において、試験の一部（5問）が免除されます。
登録実務講習（合格者）：宅建試験の合格者が、都道府県知事の資格登録を受けるためには、
登録申請時までに宅地建物の取引に関する2年以上の実務経験が必要です。 実務経験2年未満
の方が、資格登録要件を満たすためには、本講習を修了する必要があります。
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不動産鑑定士
不動産系資格の最高峰！

標準学習
期間

資格概要

主要コース（初学者向け）

平成28年本試験合格率

試験実施団体：国土交通省

試験科目

本試験
実施時期

試験形態

1年半～3年 短答式試験：5月中旬
論文式試験：7月下旬～8月上旬

資格概要

主要コース（初学者向け）

FP（ファイナンシャル・プランナー）

暮らしにも仕事にも活かせる！
目指すは「お金」のプロフェッショナル！

試験実施団体：NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
一般社団法人金融財政事情研究会

平成27年本試験合格率

日本ＦＰ協会（平成28年5月実施）　
3級ＦＰ技能検定：74.0％
2級ＦＰ技能検定：39.3％
※学科試験と実技試験（資産設計提案業務）同時受験）の場合

試験科目

学科試験：ライフプランニングと資金計画、
リスク管理、金融、資産運用、タックス
プランニング、不動産相続・事業承継
実技試験：資産設計提案業務
（日本ＦＰ協会実施）

3級ＦＰ：学科 筆記（マークシート形式） 
                 60問 120分 36点以上（60点満点） 
　　　　  実技 筆記（マークシート形式） 
                20問 60分 60点以上（100点満点） 
2級ＦＰ：学科 筆記（マークシート形式） 
                 60問 120分 36点以上（60点満点） 
　　　　  実技 筆記（記述式） 40問 90分 
                 60点以上（100点満点） 

3級ＦＰ技能検定：2ヶ月程度
2級ＦＰ技能検定：4ヶ月程度

年3回（例年：5月第4日曜・
9月第2日曜・1月第4日曜）

試験形態

標準学習
期間

本試験
実施時期

ファイナンシャルプランナー（FP）は、お金にまつわる知識でライフプラン(生涯生活設計)を実現のするた
めにコンサルティングを行います。たとえば金融業界では、FPで学んだお金の知識やライフ・プランニング
能力、相談能力が活かされます。不動産業界では、住宅ローンや税金等まで含めた総合的な相談・アドバイ
スを行なうことができます。家計でも、保険の見直し、教育費の準備や住宅購入費用、相続などお金にまつ
わる知識を活用することができます。ファイナンシャルプランナー（FP）とはあなたのライフプラン(生涯生
活設計)を実現させる「お金の達人」です。

2級FP/AFP対策パック 【全30回, 計76.5時間】　
経済・金融・保険・不動産等の知識をお持ちで、初めて2級FP・AFPの試験対策を行なう方が、ストレート
で合格するための、「2級FP・AFP養成講座」「2級FP・AFP重点マスター講座」「2級FP・AFP公開模擬試
験」がパックになった、2級FP・AFPに的を絞った学習カリキュラムです。
受講料の目安：107,440円～

講師から一言！　伊東 伸一　講師
ファイナンシャルプランナー資格は、基
礎知識を学ぶ３級資格と、企業内ＦＰと
して必携の資格でもある２級資格があり
ます。広範囲な学習が必要ですが、合格
基準は６割なので頻出論点に絞り込んだ
効率的な学習が大切になります。また、
実務で携わる分野があれば、その科目を
得点源として、短期間の学習で合格する
ことも可能になります。

合格者の声！ 受講料の安さにも関わらず、内容が充実していて、
法改正の情報も知ることができるというのが大きな
魅力で LECを選びました。テキストは初心者でも理
解できるようにかみくだいた文章でとてもわかりや
すいうえ、本文の横に用語の解説があり、すごく使
いやすいと思いました。「市販のテキストはわかり
にくいよね」と言っている友人に勧めたら、いつの
間にか始めていて「LECのテキストは疲れなくてい
い」と言っていました。すべて至れり尽くせりで、
余計な不安を感じることなく勉強に集中できたのも
良かったと思います。

LECオリジナルテキストの特徴 [3級FPスピード合格講座 使用テキスト/2級FP・AFP養成講座　使用テキスト]

・本試験に必要な知識を過不足なく記載。
 より効率的に学習できるように、図表やアイコンをふんだんに使っています。
・本試験のポイントとなる重要語句や内容に関連したか顧問はその場で
チェックできるため、試験に直結した学習が可能です。
・合格に必要なすべての項目を網羅し、法令や税制改正に完全対応しています。
・項目ごとに「AA」「A」などの重要度が記載されているため、出題頻度の高い
事項から順に知識を身につけられます。

短答式試験：32.6%
論文式試験：14.5%

短答式試験：行政法規、鑑定理論
論文式試験：民法、経済学、
　　　　　　会計学、鑑定理論

短答式試験：択一式（マークシート方式）
論文式試験：論文式

不動産鑑定士は、全国に約9,000人しかいない、稀少価値が高い資格です。
不動産鑑定士の仕事は、不動産の経済価値を決めることにあるので、好不況にかかわらず、仕事が多くあ
ります。独立開業はもちろん、企業内鑑定士として専門能力を発揮することもできる不動産系資格の最高
峰です。

2017年合格目標：短答パック【全54回】
短答の免除制度を最大限活用した、戦略的な学習スタイルです。
まずはじっくり時間をかけて短答式（全2科目）だけに専念すれば、短答式一発合格が可能です。
そして論文式試験の学習に専念できる環境を整えれば、お仕事が忙しい方でも十分に最終合格が狙えます。
受講料の目安：110,000円～

講師から一言！　豊岡 昭光　講師
　　～宅建を受験された皆様へ～
私は普段、宅建も教えているのですが、宅建
の次に不動産鑑定士の学習を始める方が非常
に多いです。 それは、宅建で学んだことは全
て不動産鑑定士試験に活かせるからです。
「宅建業法」「法令上の制限」の知識は短答
式試験で、「権利関係」の知識は論文式試験
に使えます。また、実際の不動産の実務にお
いても、不動産鑑定士の資格は極めて大きな
アドバンテージとなります。

合格者の声！ 2015年に宅建試験を受験して、不動産関連の勉強が
楽しく感じられ、より専門的な学習をしたいと思っ
たため、鑑定士の受験を決めました。宅建業法や法
令上の制限など宅建で学んだ知識をそのまま使うこ
とができるという点も魅力でした。ＬＥＣ講師の方
は優しい印象でした。講義の中で、テキストにアン
ダーラインを引くところやメモを書き込むところを
指示してくれるので、すべての講義を聴き終えた頃
には書き込みいっぱいの自分専用テキストが出来上
がっていて良かったです。
（2016年短答式試験合格　Nさん）

        不動産鑑定士試験Pick Up！ 短期合格が可能になる！？
学生等の若年層の方や不動産分野での職務経験のない方にも積極的にチャレンジして
もらうため、短期合格が可能となるように、2016年度の本試験より試験問題の見直
しが行われています。
（2015年6月国土交通省発表）
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資格概要

主要コース（初学者向け）

日商簿記
お金が動けば簿記の出番！

平成27年本試験合格率
3級：34.2％　/ 2級：25.8％　/　
1級：10.9％　　
※2016年6月(第143回)検定の結果です。

試験科目

商業簿記・会計学、工業簿記

筆記試験（級により異なる）

標準学習
期間

本試験
実施時期

6月、11月、2月
(1級は6月、11月)３ヶ月～２年

試験実施団体：商工会議所

試験形態

簿記の知識は、「ビジネスパーソン必携」あるいは「企業が求める資格№1」と紹介されるほど、
人気と需要のある資格です。級により学習内容・対象が異なります。
3級:商店・中小企業に必要な経理知識を学びます。
2級:企業の財務内容まで把握する力が身につき、営業的センスも高まります。
株式会社の経営管理に役立ちます。
1級:税理士試験の受験資格が得られます。
財務諸表や企業会計に関する法規を理解し、経営管理や経営分析ができます。
知識・実力を証明するには、2級を取得したいものです。

3級・2級合格コース【全50回】
本コースは、3級と2級を同時に受験して合格を目指す「同時受験コース」と3級受験後の次の検定で2級合
格を目指す「2級順次コース」の2つを用意しています。ご自身のスケジュール+で選択してください。Web
講座は、すべてスマホで視聴できます。忙しいビジネスパーソンにはおススメです。
受講料の目安：59,600円～

講師から一言！　影山　一人　講師
＜2級パーフェクト講座収録担当＞

日商簿記2級では、「商業簿記」より「工業簿記」を
苦手にする方が多いようです。実際、検定回によって
は、合格率が20％を下回ることもあり、単に暗記す
るというという偏った勉強をしていても本試験を突破
することはできません。私の講義では、限られた時間
の中で合格に必要な「理解」と「回答力」の習得・養
成を目指します。

日商簿記3級、2級同時合格！
ゼロから勉強で不安がありました。将来、税理士・公認会
計士へのステップアップする際、独学では不安があったの
で講座を受講しました。講義で言われていることをものに
すれば、合格できる内容です。3級の高井薫先生、2級の影
山一人先生。お二人とも分かりやすい講義でつまずくこと
はほとんどありません。「総まとめ講座」「合格答練」の
問題演習を反復することで、余裕をもって試験に臨むこと
ができました。（Hさん）

合格者の声！

資格概要

主要コース（初学者向け）

公認会計士
抜群の安定性！会計資格の最高峰

平成27年本試験合格率

＜短答式試験＞17.4%
（12月試験、5月試験の合算）
＜論文式試験＞34.0%

試験科目
＜短答式試験＞
財務会計論、管理会計論、監査論、企業法
＜論文式試験＞
会計学、監査論、企業法、租税法、選択科
目
（経営学、経済学、統計学、民法から1科
目選択）

＜短答式試験＞
500点満点（マークシート方式）
財務会計論200点、管理会計論100点、
監査論100点、企業法100点
＜論文式試験＞700点満点（記述式）
会計学 大問5問 300点
各科目　大問2問　各100点

標準学習
期間

本試験
実施時期 ＜短答式試験＞12月上旬／5月下旬

＜論文式試験＞8月中旬約2年間

試験実施団体：公認会計士・監査審査会

試験形態

独占業務である「監査業務」を中心に、コンサルティング業務、税務業務など、会計・経営の専門知識を活
かした業務を行うのが公認会計士です。監査法人への就職だけでなく、独立して会計事務所を立ち上げた
り、税理士登録を行うことで税理士事務所を開業するなど、様々なキャリアパスを構築することができま
す。
試験制度変更により、①受験資格なし、②短答式試験免除制度、③論文式試験科目合格制度など、難関国家
試験の中でも受験のしやすさでは随一を誇ります。更に監査法人の採用状況がここ数年非常に活況であるた
め、多くの社会人受験生が監査法人で採用されています。

2017年短答合格コース＜秋生＞【全227回】
「短答免除制度を最大限活かすべく、短答試験対策に特化した初学者向け総合コースです。初期の基礎学習
段階から、会計士試験で最も重要な計算能力を徹底的に鍛え上げ、1年間で短答式試験突破を目指します。
受講料の目安：348,000円～

講師から一言！　松本　翔　講師
会計士試験に合格すると監査業務のみならず、会計コ
ンサル業務や税務業務などへの道が開かれ、将来の
キャリアパスが大きく広がります。
こんな会計士試験を短期間で制する最大の秘訣は計算
科目の攻略にあります。本講座では、私自身が培い、
体得してきた独自のテクニックを駆使し、本試験で使
える実践的な解法を受講生のみなさんへ伝授いたしま
す。分かりやすく、楽しい講義をモットーに、受講生
のみなさんを最短合格へ導きます！

私は妻子持ちで少し年上のフルタイム社会人です。残業も
あります。それでもLECで公認会計士試験を突破できまし
た。
LECの短答と論文を分けるアプローチは、働きながら勉強す
る社会人にこそ向いていると思います。論文対策も睨みな
がらのカリキュラムだと、社会人かつ初学者の私には復習
が追い付かず、モチベーションが維持できなかったと思い
ます。短答対策で学んだ知識は論文式をクリアしなければ
その先もないわけですから、その点でもLECのアプローチは
理に適っていると思います。
（2015年合格 Mさん）

合格者の声！

講座受講に不安のある方・・・
たった１０００円で受講できる「3級トライアル講座」から始めてみませんか?
勉強に不安のある方、簿記の勉強内容を知りたい方、3級パーフェクトパックに含まれている
「マスター講座｣(2時間×全10回)を受講してください。この講義だけでも3級合格の道筋がつきます。
2時間×全10回　　1,000円（税込）
※テキスト「光速マスターNEO」(税込：897円)をご購入された方限定です。

社会人の方でも無理なく受講できる通学スケジュールやカリキュラムをご用意！
・土日をメインに、平日を極力減らした通学スケジュールをご用意しました。
・平日の講義開始は19時から。だから仕事帰りでもラクラク受講できます。
・欠席しても翌々日には自宅でWeb補講が無料で受けられます。
・スマホでも追加料金なしで受講できます。
・Web講義は追加料金なしでいつでもどこでも何度でも受講できます。
・メールでの質問制度をご用意しておりますので、いつでも気軽に質問できます。
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資格概要

主要コース（初学者向け）

税理士
税のスペシャリスト！

平成27年本試験合格率

簿記論　18.79％
財務諸表論　15.62％　
他科目は概ね10～15％

試験科目
【必須科目】
　簿記論・財務諸表論
【必須選択科目】
（下記のうち、少なくとも１科目は合格）
　法人税法・所得税法
【選択科目】（7科目のうち2科目合格が
必要、下記はLECがお勧めする２科目）　
相続税法・消費税法　ほか

各科目１００点
【簿記論】計算100点　　
【国税徴収法】理論100点　　
【酒税法】計算70％、理論30％
【上記以外の科目】計算50点、理論50点

標準学習
期間

本試験
実施時期 7月下旬～8月上旬3年～

資格概要

平成27年本試験合格率

10.1%

通関業法
関税法等
通関実務

マークシート方式
【通関業法】択一式10問、選択式10問／50分
【関税法等】択一式15問、選択式15問／100分
【通関実務】択一式5問、選択式5問、
 　　　　　   計算式5問、輸出申告書1問、
 　　　　　　輸入申告書1問／100分

標準学習
期間

本試験
実施時期半年～1年

貿易業界唯一の国家資格！

試験実施団体：財務省

通関士

物流会社に就職して5年目、仕事柄通関の知識が必要になる場面
に多々遭遇するようになり、避けては通れない道だと思い、2014
年の通関士試験を受験することを決意しました。自宅でも受講で
きるＬＥＣのコース（現・初学者コース）を受講し、自分のペー
スにて学習を進めていきました。5分でも時間があればテキスト
を開き、こまめに時間を見つけて学習時間を積み上げていくよう
に心がけました。講義では、複雑な分野も補足説明や図を用いる
などしてテキストの内容を噛み砕いて説明してくれましたので、
とても理解が早まりました。特に申告書問題や課税価格の計算問
題の解答プロセスを重点的に説明して下さり、これを何度も講義
を繰り返し聞きました。通関士試験を通じて得た知識が仕事に直
接役立っており、合格できたことへの嬉しさを実感しておりま
す。
（2014年合格　Ｎさん　物流会社勤務）

合格者の声！講師から一言！　伊藤 道朗　講師
豊富な実務経験に裏付けられた具体的事例を挙げた講
義は受講生からイメージしやすいと好評を得ていま
す。また、長年におよぶ受講生との関わりから、受験
生にとって何が理解しづらいのかという問題意識を常
に持ち、図解を多く活用することで、より分かりやす
い講義に努めています。特に合格の分岐点といわれる
通関実務においては、例えば、申告書問題において実
行関税率表や輸出統計品目表を画面に映し出しながら
解説するなど、噛み砕いた解説を得意としています。
ＬＥＣの「教えてチューター」という質問制度も大い
に活用して、合格目指してかんばりましょう。最後ま
で応援しています。

10月中旬

主要コース（初学者向け）
2017年合格目標　通関士初学者コース【全66回,1コマ2.5時間】
全くの初学者からスタートし、2017年通関士試験で合格を果たすためのＬＥＣスタンダードカリキュラムです。
まず、コース内の知識獲得講座で合格に必要な知識の習得を行い、各回の終了時に対応する過去問攻略講座で『解く力』へと変えていきます。
さらに通関実務科目に対しては、速く正確に解く訓練を重要視しており、ＬＥＣのノウハウで効率よく学習できるコースです。
受講料の目安：230,000円～

活躍の場は無限大！！
通関士試験は、通関士になりたい方はもちろん、貿易業界全般だけでなくその他の業界でもその専
門的な知識を活かしたいという理由で受験する方がとても多いのが現状です。
物流業者、航空会社はもとより、商社、メーカー、小売業、保険会社、銀行、人材派遣会社、公務
員の方、個人輸出入など広くその資格と知識が必要とされています。また、通関業務が基本的にオ
フィスワークであることなどの理由から、女性の進出が目立つことも特徴です。

試験科目

試験形態

通関士は、輸出入貨物に関して税関に許可を得るための必要書類の作成や審査を専門的に行う業務（通関業
務）に従事しています。通関業法の規定では、通関業務を行う営業所ごとに原則として選任の通関士を1名
以上置かなくてはいけません。いわば、通関士は通関業務を行うにあたっての最終責任者であり、貿易業界
では、唯一の国家資格でもあります。
その資格・知識は、その専門性から物流の担い手である「運輸・倉庫業者」や、外国為替を取り扱う「銀
行」、輸出入業務との関係が不可欠な「商社・メーカー」などで必要とされ、活躍の場は多岐にわたりま
す。

試験実施団体：国税審議会

試験形態

税理士試験は計11 科目の中から 5 科目を合格することで、税理士試験の合格となります。
ただし、１回の受験で５科目受験する必要はなく、下記の２つの特徴があります。
　特徴① 【科目合格制度】
合格した科目は１つ１つが一生消えることがなく、科目単位で履歴書に記載できます。
合格した科目１つ１つが高い付加価値を持つので、それだけでも就職・転職に役立ちます。
　特徴② 【科目選択制度】
11 科目のうち5 科目を選択可能で、科目によってボリュームや内容が異なります。
学習量、得意分野、将来の必要性などから、自分なりの受験プランニングができます。

簿財横断コアセレクト60コース
「簿記論」と「財務諸表論」には多くの共通項目があります。他社では別々の講座で講義が行われています
が、LECは「簿」「財」一体型講義「簿財横断」を開発。
重複を大幅にカットし、多忙な社会人をはじめ、 数多くの受講生を２科目同時合格に導いています。
受講料の目安：218,000円～

講師から一言！　村上 正道　講師
＜簿記論・財務諸表論(簿財横断)担当＞

私の講義は、培ってきた受験ノウハウを活かし、「戦
略的活効率的な学習」を徹底的に目指します。具体的
な手法の例としては、①具体例による効率的な知識の
習得、②理解を伴った長期記憶の定着、③過去問の分
析による ポイントの絞りこみ等があります。受験ノ
ウハウを徹底的に踏まえながらも、分かりやすく楽し
い講義を展開し、みなさんを合格に導きます。

通信で働きながらでも、
簿記論・財務諸表論を２科目同時合格！
LECで受講している知人の薦めがLECを選んだきっかけとな
りました。
他校の講座についても様々検討致しましたが、やはりLECの
「簿財横断」が最も良いと感じました。
私にとって、簿記論と財務諸表論の内容をひとつの講座で
まとめて学習することができるので効率が良く、また価格
面においても他講座と比較して圧倒的に魅力がありまし
た。
（Mさん）

合格者の声！

税理士合格のためのプラン！！
税理士の試験は、「科目合格制度」「科目選択制度」のため、
現在や将来の学習環境に合わせて、受験プランを立てることが可能です。
まずは第一歩を踏み出しましょう！
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資格概要

平成27年本試験合格率

3.9%

経済学・経済政策、財務・会計、
企業経営理論、運営管理、経営法
務、経営情報システム、中小企業経
営・中小企業政策 

標準学習
期間

本試験
実施時期1年

経営コンサルタント唯一の国家資格！

試験実施団体：一般社団法人中小企業診断協会

中小企業診断士

「解法の核部分に一貫性があり、
　理解が深まりやすい」

 2次試験対策は受験校によって差があります。LECでは講
師が変わっても解法の核となる部分が同じなので、いろい
ろな伝え方に触れることで結果として理解が深まりやす
かったと思います。他校の通信は講師が一人ですべて2次
対策講義を行うため、通信だった自分は受験生同士で話し
合うこともできず、考え方が偏ってしまっていたのかもし
れません。
（2015年合格　Aさん）

合格者の声！講師から一言！　金城  順之介　講師

中小企業診断士の資格取得に求められる「知識」
と「思考力」は、すべて「過去問」を研究するこ
とで浮き彫りになってきます。
 6割の得点で合格できる試験です。徹底的に過去
問に触れることで、効率的かつ効果的に合格をめ
ざすことが可能になります。
 私の講義では、受講生のみなさんを巻き込みなが
ら、徹底的に印象に残る講義展開を行います。

1次：例年８月上旬
2次：筆記10月、口述12月

主要コース（初学者向け）

受講料の目安：250,000円～

試験科目

試験形態

中小企業診断士は、国から認められた経営コンサルタントです。コンサルタントとは、あるモノゴトに関す
る相談相手となり、アドバイスや提案を行うことで、報酬をもらう職業です。 パートナーとして中小企業
の問題解決の提案を行うことが、中小企業診断士の重要な役割です。 このため中小企業診断士の試験は、
パートナーとしての能力をふるいにかける試験と言えます。中小企業診断士資格を学習することで得られる
幅広い知識や思考スキルは、経営コンサルティング業務のみならず、ビジネスシーンのあらゆる場面で役立
ちます。

2017年1次2次プレミアム合格コース【全114回】
LECの1次2次プレミアム合格コースなら、試験対策に特化した効率的な教材と段階的なカリキュラム、1次
2次融合学習であなたを試験合格まで導きます。プレミアム合格コース限定の“合格報奨金制度”や“弱点補強
講座見放題サービス”でバックアップ体制も万全です。通信クラスの方でも、Ｗｅｂ上での質問が無制限で
すので、学習に迷った時も安心です。熱意あるLEC講師陣が最後まであなたを応援します！

LECでは、2次試験対策を早期に学習！
1次試験と2次試験は、択一式と記述式というだけではなく、難易度や考え方、学習方法にいたるまで大きな違いが
あります。しかし、 8月上旬の1次試験から10月中旬の2次試験までは、わずか2ヶ月しかありません。
2次試験は、ゼロから始めて2ヶ月で合格できるほど 甘いものではありません。
 そこでLECでは、「2次合格ベーシック講座」を早い時期から用意しています。
 2次試験対策にスムーズに取り組めるだけではなく、1次知識を体系的に理解することができ、1次・2次両方に効果
的な講座となっています。 

資格概要

平成27年本試験合格率

13.12%

①行政書士の業務に関し必要な法令等（46 題）
憲法、行政法（行政法の一般的な法理論、
行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、
国家賠償法及び地方自治法を中心とする。）、
民法、商法及び基礎法学

行政書士の業務に関連する一般知識等（14 題）②
政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、
文章理解

標準学習
期間

本試験
実施時期1年

幅広い業務領域で、暮らしとビジネスを支える街の法律家！

試験実施団体：財団法人行政書士試験研究センター

行政書士

試験傾向を踏まえたムダのない、
メリハリのある授業
LECを選んだのは法律系試験の老舗であるというクチコ
ミがきっかけです。実際、講義は本当にメリ
ハリがあり、試験で出るところは時間をかけて重点的
に講義し、約10 ～ 15 年周期でしか出題しない箇所は
思い切ってカットするなど、無駄がない授業だったよ
うに思います。
（2015年度試験合格　I・Kさん　女性）

合格者の声！講師から一言！　横溝 慎一郎　講師

行政書士という資格の魅力
行政書士は自分で「あり方」を決めることが
できる数少ない資格だと思います。
独立開業を目指す方も他の資格へのステップ
アップを目指す方も、そしてなにかを
達成したいと考えている方にも、その目標を
達成する価値のある資格です。

例年11月第2日曜日

主要コース（初学者向け）

受講料の目安：213,840円～

試験科目

試験形態

身近な「街の法律家」と呼ばれる行政書士。その理由は個人から企業まで幅広い分野を扱う業務の多様性で
す。行政書士の扱う業務は、1万種を超えるといわれており、その中心となるのが官公署に提出する許認可
等の書類の作成ならびに提出手続代理を行う「許認可業務」。また、権利義務、事実証明及び契約書の作成
とその代理・相談業務権利義務などを行う「民事法務業務」も行政書士の業務です。さらに2015年からは
行政書士法の改正により、新たに「特定行政書士制度」もスタート。行政書士に求められる社会的役割と業
務が着実に広がっています。

①行政書士の業務に関し必要な法令等（46 題）
5 肢択一式・多肢選択式及び記述式
②行政書士の業務に関連する一般知識等（14 題）
5 肢択一式
※記述式は、40 字程度で記述するものが出題
されます。

パーフェクトコース【全77回】
初めて法律を学ぶ方にも理解しやすいよう、各科目・分野の重要事項を網羅しつつ基礎からしっかり解説し
ていきます。行政書士試験において合否を分けると言われる記述式問題や独自の合格基準点のある一般知識
問題なども考慮して合格に必要な知識を身につけるLECの戦術・戦略が集約したコースです。

無理なく効率的に学べるよう考えられたオリジナル教材
LECの行政書士講座で使用するのは最新動向を踏まえて、無理なく学べるよう体
系的につくられた教材です。
法律を初めて学ぶ方でも分かりやすい構成の【合格講座・講義録】をメインに、
法律学習のバイブルである【合格六法】も基礎教材として提供しています。【答
練】【模試】などのアウトプット教材も【講義録】と相互リンクさせた作りに
なっており、これらを組み合わせることで効率的に着実に学習できるようになっ
ています。

第1次試験（短答式・2日間）、
第2次試験（筆記式・口述式）の2段
階試験
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資格概要

平成28年本試験合格率

4.4%

労働基準法及び労働安全衛生法、労働者
災害補償保険法、雇用保険法、労務管理
その他の労働に関する一般常識、社会保
険に関する一般常識、健康保険法、厚生
年金保険法、国民年金法

標準学習
期間

本試験
実施時期1年

誰もが気持ちよく働けるための環境作りのプロ！

試験実施団体：全国社会保険労務士連合会 試験センター

社会保険労務士

LECの教材でよかったのは、国民年金と厚生年金がまと
まっていたことだと思います。ここで年金法が横断的に
学習できたのはよかったと思います。それ以上によかっ
たのが、担任制ならではの先生のレジュメでした。先生
がお持ちの平成1桁台の過去問に触れることができたの
は大きかったと思います。近年の出題傾向では過去問も
10年以上前のものが出題されることがあるので、古い問
題に触れていた私は初見という感覚がありませんでし
た。講義は、法律の趣旨から条文の組み立て方まで詳し
く説明してもらえたのが大変良かったです。このこと
は、試験後の実務にも知識として活かせると思います。
（2015年度試験合格　Tさん）

合格者の声！
講師から一言！　澤井 清治　講師

私の行う「講義」の目的は試験に必要な範囲の確認
にとどまらず、必要な箇所とそうでない箇所との線
引き、重要事項の銘記、興味を持たせること、モチ
ベーションを上げ維持していくことなどです。例え
ば、一つの単元が終わったならばその都度まとめを
行うこと。テーマを明確にして復習の意図をしっか
り持ってもらうこと。さらには、実務経験や体験談
を豊富に話すことで、興味を持ってもらうこと等実
施しています。今まで数百人以上の方が私のクラス
から合格されました、安心してご参加ください。

例年8月下旬

主要コース（初学者向け）

受講料の目安：220,000円～

試験科目

試験形態

社会保険労務士の業務は多岐にわたりますが、一言で言えば、企業による人事労務管理をサポートする専門
職です。どんな小さな会社でも、従業員がいる以上、労働条件や服務規律、社会保険への加入など、人事労
務に関する諸問題を避けて通ることはできません。社会保険労務士は、企業内部の専門職として（勤務社会
保険労務士）、あるいは企業から委託を受ける手続代行者・コンサルタントとして（開業社会保険労務
士）、企業の人事労務管理をサポートしています。

2017年社労士 しっかり基礎＋合格コース 【全97回】
平成27年度社労士本試験は合格率2.58％と、過去一番低い水準となりました。しかし、問題の質が変わっ
たわけではありませんし、科目が追加されたわけでもありません。むしろ、確かな基礎力とこれに裏付けら
れた応用力が問われる内容となってきています。だからこそ、基礎が大事。社労士の勉強をこれから始める
方、基礎からやり直したい方、「しっかり基礎編」でしっかりした基礎知識の土台を確実なものにしましょ
う。

≪しっかり基礎編≫≪本論編≫は、通学でもWEBでも乗り入れ自由！
①　色んな本校に通学して、生講義を受けてわからないことはその場で質問！
②　通学して生講義受講を基本にして、空いた時間にWEBを見ながら復習！
③　基本はWEB受講→行けるときは生講義に参加してモチベーションアップ！
 などなど……
通学でもWEBでも乗り入れ自由なので、色々試して、自分にあった学習スタイルを選
ぶことができます。

衛生管理者
事業場の環境整備や労働者の健康障害防止の専門家！

試験実施団体：公益財団法人 安全衛生技術試験協会(厚生労働大臣指定試験機関)

資格概要
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ
一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させること
が必要です。
主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育
の実施、健康の保持増進措置などです。（公益財団法人　安全衛生技術試験協会HPより） 
衛生管理者の資格は、常時50人以上の労働者を使用する事業場では法律上必要な資格となる為、資格
を取得すれば社内評価のアップにつながります！

標準学習
期間

平成27年本試験合格率

第一種：55.5%
第二種：60.0%

試験科目

試験形態

４ヶ月～６ヶ月

五肢択一 マークシート方式
主要コース（初学者向け）

衛生管理者講座【全32回,1コマ1時間】
初学者の方が衛生管理者試験に合格するためには「正しい学習方法の実践」と「スケジュールを立てて
学習すること」が重要となります。
本講座では、初学者でも衛生管理者試験に短期合格できるよう戦略的なカリキュラムを組んでいます。 
受講料の目安：9,800円～

実施時期
本試験 毎月1回～3回 

（都道府県により異なる）

第一種：労働衛生、関係法令、労働生理
特例第一種：労働衛生（有害業務に係る
ものに限る）、関係法令（有害業務に係
るものに限る）
第二種：労働衛生（有害業務に係るもの
を除く）、関係法令（有害業務に係るも
のを除く）、労働生理

詳しい情報につきましては、LECホームページをご覧ください。

社労士資格と衛生管理者のかかわり
労働基準法と労働安全衛生法が社労士と衛生管理者の試験科目
として共通する部分となりますので、社労士試験の学習をされ
ている方は、その点で有利となります。
また、社労士資格に衛生管理者の資格が加われば、労働安全衛
生法、労働者の健康管理に強い社労士として衛生委員会の運営
などについてもアドバイスをすることができるようになります。

選択式（40点満点）、択一式（70点
満点）
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キャリアコンサルタント
チャンスは、今！　新しい自分に挑戦しよう！！

試験実施団体：日本キャリア開発協会（ＪＣＤＡ）・ＮＰＯキャリア・コンサルティング協議会

資格概要
キャリアコンサルタントとは、就職希望者に対して、さまざまな相談支援を行う専門職です。主な業務
は、就職希望者が自らの適性、能力、経験などに応じて職業生活を設計して効果的に職業選択や職業能
力開発を行うことができるように、個別にキャリアデザインの相談を行うことです。従来はハローワー
クの相談員や学校のキャリアセンターの相談員として働いている方が多かったのですが、近年は民間企
業の中で、企業内キャリコンサルタントとして活躍されている方も増えています。２０１６年４月に国
家資格になった、今、最も注目されている資格の一つです。

標準学習
期間

平成27年本試験合格率

試験科目

日本キャリア開発協会（ＪＣＤＡ）
37.2％
ＮＰＯキャリア・コンサルティング協議会　
59.１％

学科・実技（論述・面接）

試験形態

４ヶ月～６ヶ月

学科：50問（四肢択一）
１００点満点で７０点以上で合格
実技論述（５０分）・実技面接（１５分
ロールプレイ、５分口頭試問）
論述と面接合計で１５０点満点で９０点以
上で合格。但し論述は配点の40％以上の得点、
かつ面接は評価区分「態度」「展開」「自己評
価」ごとに満点の40%以上の得点が必要

主要コース（初学者向け）
国家資格キャリアコンサルタント養成講座【年４回の試験に対応】
国家試験の受験資格を取得するためには、通学（１０５時間）と通信（５０時間）を修了しなくてはな
りません。通学は、土曜クラス・日曜クラス・平日夜間クラスがあります。通信には添削課題と確認テ
ストの課題がついています。ＬＥＣの養成講座の特色は、講師が全員実務家で、実務で即戦力になる人
材の養成を目指している点です。相談業務につきたい方にピッタリの講座です。
受講料の目安：297,000円～

キャリア形成に必要なコンサルティングスキルを
体系的に学べました！
職務上、キャリアコンサルタントと接する機会が多く、
資格に興味を持ちました。講座では「傾聴」の大切さを
学び、普段のコミュニケーションでも自分が話すより
「聴く」ことを重視するように心がけるようになりまし
た。資格取得のための勉強を通じて、就労支援やキャリ
ア形成に必要なコンサルティングスキルや知識が身につ
いたことに加えて、職場でのコミュニケーション作りに
も活かせています。
（Nさん）

合格者の声！講師から一言！　藤原 重明 　講師
標準キャリアコンサルタント試験が、国家資格に
移行したため、今後はどの団体の養成講座が試験
に合格しやすいかが重要になると思います。ＬＥ
Ｃは、「資格の学校」として、司法試験を始め多
くの国家資格で、業界ナンバーワンの実績を出し
てきました。そこで蓄積されたノウハウをキャリ
コン国家試験対策にも活かしています。ＬＥＣの
養成講座受講生が、近い将来、業界ナンバーワン
の合格実績を出すことを確信して講義を担当して
います。

実施時期
本試験

年４回の予定
（２月・５月・８月・１１月）

合格後のフォローが充実している。
ＬＥＣは多くの労働局から求職活動支援セミナーや自治体が主催する雇用・キャリア
形成支援事業を受託しています。ＬＥＣのキャリアコンサルタント養成講座修了者の
多くの方が、これらの業務の現場で、キャリアコンサルタントとして活躍されていま
す。国家資格取得後は、ＬＥＣの業務にエントリーしていただくことが出来ます。

勉強の環境が充実している。　
ＬＥＣは資格の学校ですので、どの学校も立地がよくアクセスが便利で、教室や自
習室が完備しています。　貸し教室を利用している団体より学習環境が充実してい
ます。
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概要

公務員

標準学習
期間

平成28年本試験競争率

試験科目

1次試験：3.8倍　最終合格：5.5倍
※国家一般職（大卒程度）
行政区分（平成28年度実績）

試験形態

6～14か月

主要コース（初学者向け）
2018年合格目標　スーパースペシャルコース
【全305回（1コマ2.5時間）＋公開模試6回】

地方上級・国家一般職 行政職

【合格先】国家一般職、財務専門官
 「兄もLECで合格していたことと充実の面接対策」
兄もLECで地元の県庁に合格していたことと、面接対策が充実してい
たことが理由でLECを選びました。実際、先生方のレベルもとても高
く、教養・専門・論文全てで質の高い学習をすることが出来まし
た。私は法律や経済の知識がほとんどなかったのですが、ポイント
を押さえた面白い授業のおかげで、どちらも得意科目になりまし
た。リアル面接シミュレーションでは元公務員の人事の方を相手に
本番さながらの面接を体験でき、最後の最後までぬかりなく対策を
行えました。本当にLECを選んで良かったと思います。
（Yさん／大学在学中合格／2016年合格目標　2年パーフェクト
　コース（※スペシャルコース含む）受講生）

合格者の声！講師から一言！　松浦 明義　講師
公務員試験の出題範囲は広く、効率のよい学習方法が求
められます。
ＬＥＣの公務員試験対策コースカリキュラムは1次試験対
策（択一・論文）と2次試験対策（面接）など全てが含ま
れています。公務員試験指導29年の実績に裏付けられた
公務員試験対策のノウハウ、全国に拠点を置くＬＥＣだ
からこそできる情報収集力で得た試験情報を提供してい
ます。さらに、ＬＥＣ専任講師が学習面だけでなくメン
タル面もサポートしていきます！ＬＥＣで最終合格を勝
ち取りましょう！

実施時期
本試験

「国」作りから住民生活に密着した行政サービスまで幅広く働ける！

5～10月

教養（基礎能力）試験、専門試験、
論文試験、面接試験　
※志望先によって異なる

教養（基礎能力）試験は多肢選択
式、専門試験は多肢選択式、記述
式などがあるが、志望先によって
異なる

大きくは国家公務員、地方公務員に分けられる。国家公務員（一般職）は受験した地方ブロックにある
各省庁・地方支部局で政策の実施を担当する。「国」単位の制度作り・事業に携われるため、スケール
の大きい仕事ができることが魅力。地方公務員は国の政策を広域的な観点から実施する他、地域の特色
を生かした条例の制定・施策の実施などから、住民の生活全般に関わる仕事に携わることができる。
様々な業務を経験でき、仕事の成果がわかりやすいのが魅力。

公務員（行政職）から、国家専門職まで公務員試験全般が併願できるオススメのコースです。政令指定
都市や市役所、その他国家一般職に国税専門官といった国家専門職や裁判所事務官（一般職）も対策が
可能です。公務員になりたいけれど、どこに受験しようか悩んでいる。そんな方にもオススメできる
コースです。
受講料の目安：351,000円～442,000円

理系（技術職）公務員
社会公共のために、理系の専門知識を活かした仕事が出来る公務員！

標準学習
期間 6～14か月 実施時期

本試験
5～10月

平成28年本試験競争率

試験科目

1次試験：1.6倍　最終合格：2.4倍
※国家一般職（大卒程度）
土木区分（平成28年度実績）

試験形態

教養（基礎能力）試験、専門試験、
論文試験、面接試験　
※志望先によって異なる

教養（基礎能力）試験は多肢選択
式、専門試験は多肢選択式、記述
式などがあるが、志望先によって
異なる

試験実施団体：【地方公務員】各地方自治体人事委員事務局　【国家公務員】人事院　など

主要コース（初学者向け）

理系（技術職）公務員の区分は、国家公務員と地方公務員によっても異なるが、土木職、建築職、電
気・電子・情報職、機械職、化学職、農学職、物理職、農業土木職、林学職、水産職、畜産職等その種
類は様々である。理系（技術職）公務員は高度な専門知識を要求され、多くの人々がそれぞれの専門能
力を活かして活動している。また、社会情勢の細分化により、行政内容も専門特化されつつある中で、
ますます理系（技術職）公務員の必要性が高まっている。

2017年合格目標　土木職合格コース【全149回（1コマ2.5時間）】
本コースでは、地方上級・国家一般職（土木職）受験に必要である、教養科目、専門科目対策の他、
論文・面接試験まで万全に対策することができます。
受講料の目安：272,000円～355,000円
※土木職以外にも、建築職や化学職等の職種別対策コースも取り扱っています。 
※国家総合職（技術職）対策コースも取り扱っています。

概要

【合格先】東京都Ⅰ類Ｂ（建築職)、横浜市（建築職）
　「充実した理系公務員コース」

理系に関する情報が最も充実しているのはLECだと思ったのでLEC
を選びました。公務員試験を合格する上で「情報」というのは極
めて重要な要素です。特に理系の公務員情報というのはとても少
ないため、理系で受験される方はほぼ間違いなく頭を悩まされる
でしょう。例えば問題集一つとってみても、理系用の過去問は販
売されていない場合があります。ただやみくもに勉強するのはあ
まり効率はよくないです。何から勉強すればいいのか、どれくら
い勉強すればいいのか、そのような情報やテキストがLECには豊富

に用意されています。

（Tさん／大学在学中合格／2016年合格目標 国家総合職工学系

  4科目対策コース　受講生)  

合格者の声！講師から一言！　岡田 淳一郎　講師

理系には理系に合った公務員学習法があります。やみく
もに学習するのではなく、戦略的に学習することが重要
です。ＬＥＣでは最終合格を勝ち取るために、バランス
よく効率的に学習できるようにコースカリキュラムを作
成しています。私は理系（技術職）公務員担任講師とし
て皆さんのサポートをしていきます。ＬＥＣで一緒に頑
張りましょう！

ＬＥＣは最終合格まで徹底サポートします！
【担任制度】親身な個別指導、モチベーションアップ、最新情報の提供を行います。
【面接対策】限りなく本番に近いリアルな模擬面接「リアル面接シミュレーション」。
　　　　　　動画を収録するので、客観的に対策を立てることが出来ます（コース生は回数制限無し）。
【フォロー制度】公務員合格者アドバイザー、担任ホームルーム、現職公務員講演会（Ｋフォーラム）
【学習スタイル】通学形態の場合、Ｗｅｂフォロー（スマートフォン受講も可）、ＤＶＤフォローが標準装備。どんな勉強スタイルにも柔軟に対応します。

LECでは、下記の他にも様々な職種の試験を取り扱っております。
警察官・消防官、心理福祉系公務員、市役所など・・・
詳しくはLEC公務員パンフレットもしくはホームページをご覧ください。

ＬＥＣは最終合格まで徹底サポートします！
【理系専属担任制度】親身な個別指導、モチベーションアップ、最新情報の提供を行います。
【面接対策】限りなく本番に近いリアルな模擬面接「リアル面接シミュレーション」。
　　　　　　動画を収録するので、客観的に対策を立てることが出来ます（コース生は回数制限無し）。
【フォロー制度】公務員合格者アドバイザー、担任ホームルーム、現職公務員講演会（Ｋフォーラム）
【学習スタイル】通学形態の場合、Wｅｂフォロー（スマートフォン受講も可）、ＤＶＤフォローが標準装備。どんな勉強スタイルにも柔軟に対応します。



――――――――――――『今、社会から求められる実務資格』――――――――――――

LECの資格認定講習

申し込み
お申込は、お近く
のスタッフにお問合
せ下さい。

受講
STEP1 STEP2

全国の L E C の会場
にての講習受講にな
ります。

修了認定
STEP3

レポート提出により
講習修了が認定され

す（認定証が発行

登録
STEP4

登録申込書を資格認
定団体へ提出すれば、
登録証を発行されま
す（登録有料）。

＜掲載資格共通＞資格認定の流れ

現在の社会の動きに対応した『暮らしに関わる実務資格』で、社会と自分を幸せに。
社会的ニーズのあるテーマの数々だから、実務に役立つ！

その他資格、最新情報などはLEC認定資格講習ページにてご確認ください。（LEC 資格認定講習で検索）

資格認定講習についてのお問い合わせやお申込みは、お近くの LEC スタッフまでお問合せ下さい。
各資格の詳しいご案内は LEC コールセンターにて承ります。

LEC東京リーガルマインド　コールセンター
TEL:0570064464 　Email:answer@lecjp.com  

お問い合わせ・お申込先

＜1DAY ＞１日で講習受講とレポート提出まで完了します  ＜2DAYS ＞２日間で講習受講とレポート提出まで完了します

１ＤＡＹ 29,800 円（税込）

サブリース建物取扱主任者

１ＤＡＹ 29,800 円（税込）

１ＤＡＹ 29,800 円（税込） １ＤＡＹ 29,800 円（税込）

１ＤＡＹ 35,000 円（税込）２ＤＡＹS  b29,800 円（税込）

１ＤＡＹ 29,800 円（税込） １ＤＡＹ 29,800 円（税込）

サブリース賃貸住宅経営の専門家とし
ての正しい知識や実務スキルを身に付
けると共に、サブリース契約に不安感
を持つ不動産オーナーに安心感を与え
ることのできる資格です。

小売電気アドバイザー
消費者に対し、正しい新電力の知識を
伝えると共に最適なサービス選びをサ
ポートできるスキルを持っていると認
定された存在です。

リフォーム提案士
近年、益々「リフォーム営業職の質が
真に問われる時代」に移行していま
す。リフォーム営業職に特化した認定
資格で、リフォーム営業のスタンダー
ドを学ぶことができます。

シックハウス診断士
シックハウス問題に対して正しい知識
を有し、患者やその家族、周囲の環境
を理解し、現代社会における住まいや
住まい方を提案できる能力を有する専
門家です。

環境アレルギー
アドバイザー
国民に増え続けるアレルギーなど環境
由来の健康問題に対して正しい知識を
有し、環境改善をサポートする専門家
です。

認知症予防活動支援士
2級検定
「認知症予防」および「指導理論」
に関する知識を有することを認定する
新資格です。

ピアカウンセラー
多くの会社でストレスチェックが義務
化される一方、メンタルヘルスの対策
が進んでいません。メンタルケアのた
めの基礎知識や、初期カウンセリング
に必要なスキルを身に付けます。

民泊適正管理主任者
民泊に関する助言、指導、その他の
援助を通じて民泊事業を円滑かつ適正
に運営するために必要な知識を有する
専門家として一般社団法人日本民泊適
正推進機構が認証した存在です。

ます）。
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全国学校案内
北から南まで、全国に拡がるLEC本校。お気軽にご来校ください。

新潟本校

札幌本校

名古屋本部

大阪本部大阪本部
梅田駅前本校
難波駅前本校

京都駅前本校
神戸本校

九州本部
福岡本校
長崎本校
熊本本校
鹿児島本校

那覇本校

学校案内はこちらでもご確認いただけます。：http://www.lecjp.com/school/

※2016年10月現在

山口本校 岡山本校

松山本校
高松本校

名古屋駅前本校
静岡本校

東京本部
水道橋本校
新宿エルタワー本校
池袋本校
渋谷駅前本校
早稲田本校
新橋本校
中野本校
立川本校

高崎本校
大宮本校
千葉本校
横浜本校

著作権者　株式会社東京リーガルマインド 
 (C) 2016  TOKYO LEGAL MIND K.K., All Rights Reserved.
無断複製・無断転載等を禁じます。発行日：2016年12月12日（月）
【パンフレットに関するお問い合わせは弊社法人事業本部までお問い合わせください】
TEL:03-5913-6047  e-mail:hojin@lec-jp.com 

仙台本校

お問い合わせ先
LEC東京リーガルマインド　コールセンター
TEL:0570-064-464 　Email:answer@lec-jp.com 
（平日9:30～20:00 土・祝10:00～19:00 日10:00～18:00）

資料請求のご案内
興味のある資格や講座がございましたら、お気軽にご請求ください！
ご請求の資料は、翌日発送いたします。もちろん無料でお届けします。

※土曜日に請求いただいた資料につきましては、月曜日の発送とさせていただきます。
 ※海外への資料の発送は承っておりません。
 ※請求いただいた資料の在庫状況によっては、発送が遅れる場合がございます。予めご了承願います。

※2016年12月現在。予告なく内容が変更になる場合もございます。

・Web資料請求
LEC資料請求ホームページにアクセスいただくか、
「LEC 資料請求」でご検索ください。
ホームページ：https://personal.lec-jp.com/request/index.php
・お電話で資料請求
LECコールセンターまでお気軽にお問い合わせください。
TEL:0570-064-464 
（平日9:30～20:00 土・祝10:00～19:00 日10:00～18:00）

＊お近くの本校でも、お手にとってご覧いただけます。

広島本校 富山本校
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