２０２１年 東京通学コース（４期生） ご案内
【お申込み・お問合せにつきまして】

info@yoshinojuku.co.jp までお願いいたします。
※上記アドレスからメールが受信できるように設定をお願いいたします。

「理解して楽しく学ぶ」をモットーに、多くの合格者を輩出している伝統のコース

☆吉野塾スタンダードコース☆

※講座の詳細につきましては、次ページ以降をご参照下さい。
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☆２０２１年 スタンダードコース☆
スタンダードコース 一括お申込み価格

１３万円＋消費税 1 万 3,000 円

☆一括申込の方には、下記特典がつきます☆
① 宅建士出るとこ集中プログラム 2021 年度対策用
② 吉野塾プレミアムテキスト＆問題集
③ 吉野塾オリジナル問題集（超重要過去問セレクト）
④ 本試験年度別過去問（10 年分）
⑤ SNS（LINE・Messenger 等）・メール質問対応
⑥ インターネット WEB フォロー（教室で収録した講義を視聴できます）
⑦ ５問免除特別 WEB 講義

《再受講割引１０％ｏｆｆ》
２０２０年試験対策 スタンダードコースまたは直前必勝講座に一括でお申込いただい
た方は、１０％割引いたします。再受講割引をご希望の方は、info@yoshinojuku.co.jp ま
でご連絡お待ちしております。

★単価お申込み★
希望する講義のみを受講することもできます♪

【７月末までのインプット講義】
・各講義６，０００円（税込）
※単価お申込みの場合、上記講義費用の他に教材費（4,000 円～5,000 円）が必要となりま
す。教材費につきまして、お申込み時にご確認下さい。

【８月以降の直前必勝講座】
・各講義５，０００円（税込）
※講義にご参加の際には、宅建士出るとこ集中プログラムテキスト（中央経済社）をご用
意ください。
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【３月～７月 日程表】
☆講義時間☆
水曜日クラス１３時～１６時（開場１２時３０分）
日曜日クラス１２時～１５時（開場１１時３０分）

講義内容 ※１

水曜
クラス

日曜
クラス

権利関係①

権利関係概要、制限行為能力者、意思表示等 ※２

３月１０日

３月１４日

権利関係②

代理、時効・条件、相隣関係、共有等

３月１７日

３月２１日

権利関係③

不動産物権変動、抵当権、根抵当権等

３月２４日

３月２８日

権利関係④

弁済・相殺、債権譲渡、連帯債務、保証、売買等

３月３１日

４月４日

権利関係⑤

請負、委任、不法行為、相続、賃貸借等

４月１４日

４月１８日

権利関係⑥

借地借家法、区分所有法

４月２１日

４月２５日

権利関係⑦

不動産登記法、権利関係定期試験

５月１２日

５月１６日

宅建業法①

宅建業法概要、宅建業の定義、免許関係等

５月１９日

５月２３日

宅建業法②

宅建士、営業保証金、保証協会、媒介契約等

５月２６日

５月３０日

宅建業法③

35 条重説、37 条契約書、８種制限（前半）等

６月２日

６月６日

宅建業法④

８種制限（後半）、報酬、監督・罰則

６月９日

６月１３日

宅建業法⑤

住宅瑕疵担保履行法、宅建業法定期試験

６月１６日

６月２０日

法令税等①

法令制限概要、都市計画法

６月２３日

６月２７日

法令税等②

建築基準法

６月３０日

７月４日

法令税等③

国土法、宅造法、区画整理法、農地法等

７月７日

７月１１日

法令税等④

税金、価格評定

７月１４日

７月１８日

法令税等⑤

法令税等定期試験

７月２１日

７月２５日

※１ ５問免除科目はオンデマンド配信（映像配信）となりますので、予めご了承ください。
※２ 権利関係①において、教材を配付いたします。
なお、年度別過去問（10 年分）につきましては、５月中旬以降の配付となります。
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【８月～１０月 日程表】
※スタンダードコース（一括お申込）には直前必勝講座が含まれています。

権利関係 超重要論点

ベストセレクション①

水曜クラス ８月４日 １３時～１６時

重要テーマを総ざらい 権利関係 前編

日曜クラス ８月８日 １３時～１６時

権利関係 超重要論点

水曜クラス ８月１８日 １３時～１６時

ベストセレクション②

重要テーマを総ざらい 権利関係 後編

日曜クラス ８月２２日 １３時～１６時

宅建業法 超重要論点

水曜クラス ８月２５日 １３時～１６時

ベストセレクション③

重要テーマを総ざらい 宅建業法 前編

日曜クラス ８月２９日 １３時～１６時

宅建業法 超重要論点

水曜クラス ９月１日 １３時～１６時

ベストセレクション④

重要テーマを総ざらい 宅建業法 後編

日曜クラス ９月５日 １３時～１６時

法令税等 超重要論点

水曜クラス９月８日予定※３

ベストセレクション⑤

13 時～16 時

重要テーマを総ざらい 法令税等 前編

日曜クラス ９月１２日 １３時～１６時

法令税等 超重要論点

水曜クラス９月１５日予定※３

ベストセレクション⑥

13 時～16 時

重要テーマを総ざらい 法令税等 後編

日曜クラス ９月１８日（土） １３時～１６時

吉野塾

水曜クラス ９月２２日 １３時～１７時

ワンコイン模試Ｎａｖｙ ※４

出題可能性が高い項目を大予想！ 解説講義付き 日曜クラス ９月１９日 １３時～１７時
重要法改正＋借地借家法＋判決文問題 大攻略! 水曜クラス ９月２９日 １３時～１７時
近年の重要法改正や、賃貸借・借地借家法・判決
日曜クラス １０月３日 １３時～１７時
文問題を攻略します。
吉野塾の極み 最終講義
水曜クラス １０月１３日 １３時～１７時
高出題頻度項目の最終チェックや、今年のヤマ当
日曜クラス １０月１０日 １３時～１７時
て、メンタル面の強化等、盛沢山です♪
※１ 超重要論点ベストセレクションは、アウトプット（過去問ベースの良問をご用意）中心の講
義となります。演習後、解説・解法アプローチ講義等を行います。
※２ 開場時間は各日１２時３０分です。日時につき、お間違いのないようご注意下さい。
※３ 水曜日クラス ベストセレクション⑤は９月７日（火）、ベストセレクション⑥は９月１４日
（火）に変更する場合がございます。予めご了承ください。
※４ 宅建ワンコイン模試につき、採点処理・成績通知は致しませんので予めご了承下さい。
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【会場】
水曜日クラス リファレンス西新宿
東京都新宿区西新宿７－２１－３ 西新宿大京ビル２階（℡03-5937-1542）
ＪＲ新宿駅（西口 地上出口１）徒歩８分、丸の内線 西新宿駅（１番出口）徒歩１分
http://tokyo.re-rental.com/shinjuku/access/
日曜日クラス（３月１４日～７月２５日） ナレッジソサエティ
九段下駅(６番出口) 徒歩 30 秒 神保町駅 徒歩５分 水道橋駅 徒歩 13 分
千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル５Ｆ
https://www.k-society.com/access/
日曜日クラス（８月４日以降） リファレンス西新宿
東京都新宿区西新宿７－２１－３ 西新宿大京ビル２階（℡03-5937-1542）
ＪＲ新宿駅（西口 地上出口１）徒歩８分、丸の内線 西新宿駅（１番出口）徒歩１分
http://tokyo.re-rental.com/shinjuku/access/
９月１９日 日曜日クラスのみ ワンコイン模試Ｎａｖｙ
ＡＰ西新宿
東京都新宿区西新宿 7-2-4 新宿喜楓ビル
JR「新宿駅」中央西口から徒歩 6 分、小田急線/京王線「新宿駅」徒歩 6 分、東京メトロ
丸の内線/都営新宿線「新宿駅」徒歩 6 分
https://www.tc-forum.co.jp/ap-nishishinjuku/access/
※教室は急遽変更する場合がございますので予めご了承下さい。

☆スタンダードコースお支払い等☆
【お支払いにつきまして】
所定の金額を、お申込みから１週間以内に下記口座までお振込み下さい。
◇振込口座
・住信 SBI ネット銀行

法人第一支店（106）普通１５２１７０５

株式会社アリード

【教材につきまして】
◇教材につきましては、一部を除き初日の講義に配付いたします。教材の事前の発送等は
対応いたしかねますのでご了承下さい。

【お申込み・お問合せにつきまして】

info@yoshinojuku.co.jp までお願いいたします。
※上記アドレスからメールが受信できるように設定をお願いいたします。
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