
詳細は
パンフレットを
ご覧ください。

資料の
ご請求は
こちら
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キャンペー
ン実施中!!

あなたの税理士学習を万全サポート！あなたの税理士学習を万全サポート！税理士
スタートダッシュ講座無料キャンペーンスタートダッシュ講座無料キャンペーン税理士入門無料キャンペーン税理士入門無料キャンペーン

「開講まで時間があるけど、何をすればいいの？」という声にお応えするべく、  
開講までお時間がある方にオススメのキャンペーンをご用意しました！ 開講   
までの時間を無駄にさせません！

これから税理士を目指される方を大原は応援します！ 対象のコース・科目を   
お申し込みの方は税理士入門を無料で受講する ことができます！

★2年間の学習時間が確保できるので、ゆとりを持って無理なくじっくり学習できる!
★試験制度最大のメリット「短答式試験 年2回実施」が活かせるので、学習上の目標設定しやすい！

公認会計士の公認会計士の

学習スタートは学習スタートは

今からが今からが
オススメ！オススメ！ オススメ

コース

2年間でゆとりを持って学習できるので、初めての方でも
安心！ 無理なく公認会計士試験の一発合格を目指せます！

2017年合格目標 2017年合格目標 
入門2年本コース入門2年本コース（Ｗチャンス）（Ｗチャンス）

700,000円～
一般価格 

665,000円～
大学生協等割引価格

680,000680,000円～円～

646,000646,000円～円～
大学生協等割引価格

キャンペーン価格
受講料

（ ）消費税
8％込

簿記受験者応援キャンペーン実施中！ 受講料が最大20,000円OFF !
約２年間で公認会計士試験一発合格が目指せる！で公認会計士試験一発合格が目指せる！

キャンペー
ン実施中!!

今なら受講料が最大で20,000円もお得！今なら受講料が最大で20,000円もお得！公認会計士 詳細は講座案内書
をご覧ください。

詳細は講座案内書
をご覧ください。

キャンペーン期間：2015年6/1㈪～2015年9/8㈫までキャンペーン期間：2015年6/1㈪～2015年9/8㈫まで

２級修了者のためのスタートダッシュ講座 無料無料がが税理士入門Ⅱ・税理士入門Ⅰ+Ⅱ 無料無料がが

キャンペーン期間：2015年5/1㈮～2015年6/30㈫まで

※対象コースを含む複数科目申込の方も対象となります。
※通信講座「資料通信」は対象外となります。

対象者

2016年受験対策　簿記論または財務諸表論の下記対象コースを一括払込し、
受講手続を済まされた方。
・7月開講 初学者一発合格コース　・9月開講 初学者一発合格コース

※対象コースを含む複数科目申込の方も対象となります。
※通信講座「資料通信」は対象外となります。

対象者

2016年受験対策　簿記論または財務諸表論の下記対象コースを一括払込し、
受講手続を済まされた方。
・7月開講 初学者一発合格コース　・9月開講 初学者一発合格コース

対象者

①日商簿記検定試験（3級、2級、1級）合格者
②2015年6月の日商簿記検定試験（3級、2級、1級）受験者
※お申込みの際には、下記いずれかのコピーをご持参ください。
　①日商簿記検定試験（３級、２級、１級）の合格証明書
　②2015年6月の日商簿記検定試験（３級、２級、１級）の受験票

2017年合格目標
一発合格パック
入門2年本コース
（Ｗチャンス）

対象
コース

★簿記3級学習修了者の方へ  　
6～11月の約5ヵ月間で2級合格に  
必要な知識が身に付けられます！

★簿記講座は入学金6,000円も免除！

6・7月からの6・7月からの
学習スタートで学習スタートで
2015年11月の2015年11月の

2級合格が可能！2級合格が可能！

キャンペー
ン実施中!!

今がチャンス！！ 期間限定 “夏得キャンペーン” 実施！今がチャンス！！ 期間限定 “夏得キャンペーン” 実施！簿記

キャンペーン期間：2015年6/14㈰～2015年7/13㈪まで 詳細は講座案内書
をご覧ください。

3級修了者対象　3級修了者対象　2級フルセット2級フルセット
受講料

（ ）消費税
8％込

キャンペーン価格

63,70063,700円 円 （DVD通信は67,800円）
※資料通信を除く

対象
コース

社会保険労務士 キャンペー
ン実施中!!

2大早期申込キャンペーン実施!2大早期申込キャンペーン実施!
期間限定キャンペーン価格キャンペーン①

■受講料（消費税8%込）
通学・通信・・・199,000199,000円～ 円～ ＜今なら5,000円OFF!＞＜今なら5,000円OFF!＞

■受講料（消費税8%込）
通学・・・10,00010,000円～ 円～ ＜今なら16,000円OFF!＞＜今なら16,000円OFF!＞

Web／Web＋DLフォローキャンペーンキャンペーン②

詳細は講座案内書
をご覧ください。

2016年受験対策  入門完全合格ロングコースをお申込みの方に!
【2015年5月・6月・7月・開講】

キャンペーン期間：2015年4/1㈬～2015年6/1㈪まで キャンペーン期間：2015年4/1㈬～2015年6/30㈫まで

～今が始め時！この夏、大原で～今が始め時！この夏、大原で

夏
6月・7月

の

■掲載内容の有効期間：2015年7月31日
■掲載内容は改良のため、事前の予告なしに変更する場合があります。
※本冊子掲載の受講料等における消費税は、税率8%で計算されています（2015年6月現在）。
 （今後の消費税率の変更等を理由に受講料等を改定する場合があります。）
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6・7月からの6・7月からの
学習スタートで学習スタートで
2016年1月の2016年1月の
2級合格が可能！2級合格が可能！

実施校 東京水道橋校
実施日時等の詳細は、各校ページをご覧ください！

●●東京水道橋校………p4    

｢30分でわかる！“今が始め時の｢30分でわかる！“今が始め時の
オススメ資格”を教えます！」オススメ資格”を教えます！」

資格取得応援セミナー資格取得応援セミナー

各校「資格の取り方・使い方相談会」にて開催！

資 格 の 大 原 イ チ オ シ セ ミ ナ ー

詳細は講座案内書
をご覧ください。

キャンペー
ン実施中!!キャンペーン実施中！ 今なら受講料が最大で18,500円もお得！キャンペーン実施中！ 今なら受講料が最大で18,500円もお得！

警察官・消防官 キャンペー
ン実施中!!

詳細は講座案内書
をご覧ください。対象コースが１万円ＯＦＦ! 早割キャンペーン!対象コースが１万円ＯＦＦ! 早割キャンペーン!

キャンペーン期間中に対象コースをお申込みいただくと、受講料が1万円ＯＦＦでお申込みいただけます。  

対象コース 2016年度春受験対策2016年度春受験対策 キャンペーン期間：2015年4/1㈬～2015年7/31㈮まで

206,000円～一般価格 

大学生協等割引価格 186,200186,200円～円～
196,00０196,00０円～円～キャンペーン価格

警察官・消防官合格コース警察官・消防官合格コース（春受験）（春受験）

201,000円～一般価格 

大学生協等割引価格 181,450181,450円～円～
191,00０191,00０円～円～キャンペーン価格

警察官合格コース警察官合格コース（春受験）（春受験）

204,000円～一般価格 

大学生協等割引価格 184,300184,300円～円～
194,00０194,00０円～円～キャンペーン価格

消防官合格コース消防官合格コース（春受験）（春受験）

詳細はホームページまたは警察官・消防官パンフレットをご覧ください。

米国公認会計士 キャンペー
ン実施中!!

期間限定キャンペーン　2015年6/1㈪～7/31㈮期間限定キャンペーン　2015年6/1㈪～7/31㈮までまで　受講料5万円OFF　受講料5万円OFF
米国公認会計士講座では対象コースの受講料から5万円割引でお申込みいた
だけるキャンペーンを2015年7/31㈮まで実施！
米国公認会計士は、会計はもちろん税法･商法･監査･ＩＴ･ファイナンスなど実務
に活かせるレベルの専門知識を体系的に、そして｢英語｣で習得できます。世界
で活躍するために必要なビジネススキルを身につけるなら、今がチャンスです！

対象コース （通信講座・通学講座）
2015年・2016年受験対策　2015年・2016年受験対策　
米国公認会計士フルパックコース米国公認会計士フルパックコース 詳細は講座案内書

をご覧ください。

キャンペーン期間：2015年6/1㈪～2015年7/31㈮まで

F P
★週1～2回のゆとりある講義日程だから、知識ゼロの方でも無理なくFP3級の基礎から学習できる！
★3級の学習終了後、スムーズに2級の学習に移れるので効率的な学習ができる!

約6～7ヶ月で2016年1月の2級FP技能検定合格が目指せる！で2016年1月の2級FP技能検定合格が目指せる！

中小企業診断士 キャンペー
ン実施中!!

期間限定キャンペーン実施中!期間限定キャンペーン実施中!

キャンペーン期間限定特別受講料受講料

（ ）消費税
8％込 【通学・通信】227,000227,000円～円～

2015年受験対策  2015年受験対策  1次･2次ストレート合格コース【フルセット】1次･2次ストレート合格コース【フルセット】
キャンペーン期間：2015年4/14㈫～2015年9/30㈬まで

詳細は講座案内書
をご覧ください。

対象
コース

3級フルセット3級フルセット
（2015年9月受検対策）（2015年9月受検対策）

キャンペーン期間：
2015年6/1㈪～2015年6/22㈪まで

24,000円～一般価格 

大学生協等割引価格 14,25014,250円～円～
15,00０15,00０円円キャンペーン価格

受講料（消費税8％込）

受講料（消費税8％込） 受講料（消費税8％込） 受講料（消費税8％込）

2級フルセット2級フルセット
（2015年9月受検対策）（2015年9月受検対策）

キャンペーン期間：
2015年5/15㈮～2015年6/6㈯まで

90,500円～一般価格 

大学生協等割引価格 73,15073,150円～円～
77,00０77,00０円～円～キャンペーン価格

受講料（消費税8％込）

3級から学ぶ2級フルセット3級から学ぶ2級フルセット
（2016年1月受検対策）（2016年1月受検対策）

キャンペーン期間：
2015年6/1㈪～2015年7/6㈪まで

100,500円～一般価格 

大学生協等割引価格 77,90077,900円～円～
82,00０82,00０円～円～キャンペーン価格

受講料（消費税8％込）

対象
コース

新しいことを始めよう！～新しいことを始めよう！～


