
総合資格学院　提携企業割引受講料一覧　

Ｈ２９ ¥890,000 ¥860,000 Ｈ２８ ¥220,000 ¥210,000

Ｈ３０ ¥940,000 ¥910,000 H２９ ¥250,000 ¥240,000

Ｈ２９ ¥650,000 ¥620,000 Ｈ２９ ¥350,000 ¥320,000

Ｈ３０ ¥680,000 ¥650,000 H３０ ¥380,000 ¥350,000

Ｈ２９ ¥890,000 ¥860,000 Ｈ２９ ¥220,000 ¥210,000

Ｈ３０ ¥940,000 ¥910,000 H３０ ¥240,000 ¥230,000

Ｈ２９ ¥650,000 ¥620,000 Ｈ２９ ¥200,000 ¥190,000

Ｈ３０ ¥680,000 ¥650,000 H３０ ¥220,000 ¥210,000

Ｈ２９ ¥680,000 ¥650,000 Ｈ２８ ¥210,000 ¥200,000

Ｈ３０ ¥720,000 ¥690,000 H２９ ¥250,000 ¥240,000

Ｈ３０ ¥1,200,000 ¥1,170,000

Ｈ３１ ¥1,260,000 ¥1,230,000

Ｈ３０ ¥980,000 ¥950,000

Ｈ３１ ¥1,030,000 ¥1,000,000

Ｈ２９ ¥980,000 ¥950,000

Ｈ３０ ¥1,050,000 ¥1,020,000

Ｈ３０

Ｈ３１

Ｈ２９ ¥780,000 ¥750,000

Ｈ３０ ¥830,000 ¥800,000

Ｈ２９ ¥500,000 ¥470,000

Ｈ３０ ¥530,000 ¥500,000

Ｈ２９ ¥900,000

Ｈ３０～ ¥950,000

Ｈ２９ ¥650,000 ¥620,000 43 構造設計１級建築士総合対策講座(L) H２９ ¥558,000 ¥10,000 ¥548,000 ※割引額１万円
※黄色本持58,000円引き

Ｈ３０ ¥690,000 ¥660,000 44 構造設計１級建築士構造設計対策講座（L） H２９ ¥340,000 ¥10,000 ¥330,000 ※割引額１万円

Ｈ２９ ¥360,000 ¥330,000 45 構造設計１級建築士法適合確認対策講座（L） H２９ ¥260,000 ¥10,000 ¥250,000 ※割引額１万円

Ｈ３０ ¥380,000 ¥350,000 46 構造設計１級建築士総合対策講座 H２９ ¥468,000 ¥10,000 ¥458,000 ※割引額１万円
※黄色本持58,000円引き

Ｈ２９ ¥590,000 ¥560,000 47 構造設計１級建築士構造設計対策講座 H２９ ¥290,000 ¥10,000 ¥280,000 ※割引額１万円

Ｈ３０ ¥630,000 ¥600,000 48 構造設計１級建築士法適合確認対策講座 H２９ ¥220,000 ¥10,000 ¥210,000 ※割引額１万円

Ｈ２９ ¥280,000 ¥260,000 49 設備設計１級建築士総合対策講座（L） H２９ ¥550,000 ¥10,000 ¥540,000 ※割引額１万円

Ｈ３０ ¥300,000 ¥280,000 50 設備設計１級建築士法適合確認対策講座（L） H２９ ¥260,000 ¥10,000 ¥250,000 ※割引額１万円

Ｈ２９ ¥540,000 ¥510,000 51 設備設計１級建築士設計製図対策講座（L） H２９ ¥340,000 ¥10,000 ¥330,000 ※割引額１万円

Ｈ３０ ¥560,000 ¥530,000 52 設備設計１級建築士総合対策講座 H２９ ¥460,000 ¥10,000 ¥450,000 ※割引額１万円

Ｈ２９ ¥280,000 ¥260,000 53 設備設計１級建築士法適合確認対策講座 H２９ ¥220,000 ¥10,000 ¥210,000 ※割引額１万円

Ｈ３０ ¥290,000 ¥270,000 54 設備設計１級建築士設計製図対策講座 H２９ ¥290,000 ¥10,000 ¥280,000 ※割引額１万円

Ｈ２９ ¥420,000 ¥390,000 55 建築設備士総合セット H２９ ¥400,000 ¥20,000 ¥380,000 ※割引額２万円

Ｈ３０ ¥450,000 ¥420,000 56 建築設備士学科講座 H２９ ¥220,000 ¥10,000 ¥210,000 ※割引額１万円

Ｈ２９ ¥320,000 ¥300,000 57 建築設備士設計製図講座 H２９ ¥220,000 ¥10,000 ¥210,000 ※割引額１万円

Ｈ３０ ¥330,000 ¥310,000 58 1級建築士必修項目習得講座付建築設備士総合セット H３０ ¥410,000 ¥20,000 ¥390,000 ※割引額２万円

59 1級建築士必修項目習得講座付建築設備士学科講座 H３０ ¥250,000 ¥10,000 ¥240,000 ※割引額１万円

※H29年度以降の募集は正規受講料変更の場合があります。 ※上記受講料は、消費税抜きの受講料です。別途消費税が加算されます。

※割引額２万円25 １級建築施工管理実地講座 ¥20,000

※割引額２万円

24 1級建築施工管理 短期総合セット ¥30,000

23 １級建築施工管理学科講座 ¥20,000

※割引額２万円

22 1級建築施工管理 総合セット ¥30,000

21 ２級建築士短期必勝学科講座 ¥20,000

20 ２級建築士短期必勝総合セット ¥30,000

19

18 ２級建築士合格力養成総合セット ¥30,000

42
宅建士パワーアップ演習講座

(民法実力養成講座付）
17 ¥1,000,000 ¥30,000 ¥970,000

¥160,000

２級建築士合格力養成学科講座 ¥30,000

※割引額１万円H２９

※割引額１万円

２級建築士マスターコース H３０－３２ ¥150,000 ¥10,000 ¥140,000

※割引額１万円

16
２級建築施工管理実地講座付

２級建築士パーフェクト総合セット
H３０－３２ ¥1,000,000 ¥30,000 ¥970,000 ¥10,000

¥240,000 ¥20,000 ¥240,000

41
宅建パワーアップ演習講座

(民法実力養成講座・宅建業法速成講座付）
H２９

40
宅建士合格重点講座

(宅建業法速成講座付）
H２９

¥170,000

※割引額２万円

15
２級建築施工管理学科講座付

２級建築士パーフェクト総合セット
H３０－３２ ¥1,020,000 ¥30,000 ¥990,000 ¥230,000 ¥10,000 ¥220,000

¥240,000 ※割引額２万円

14 ２級建築士パーフェクト総合セット ¥30,000 ¥870,000 39
宅建士合格重点講座

(民法実力養成講座付）
H２９

※割引額１万円

13 ２級建築士学科講座 ¥30,000 38
宅建士合格重点講座

(民法実力養成講座・宅建業法速成講座付）
H２９ ¥260,000 ¥20,000

37 宅建士合格重点講座 H２９ ¥220,000 ¥10,000 ¥210,000

¥20,000 ¥260,000¥280,000

12 ２級建築士総合セット ¥30,000

¥1,270,000 「受験年度」：１級受験年度11 建築士サポートアップ合格セット（SK) H３０/H３１ ¥1,300,000 ¥30,000 ※割引額２万円36 宅建士パーフェクト総合セット H２９

宅建士総合講座 H２９ ¥260,000 ¥20,000 ¥240,000 ※割引額２万円

¥230,000 ※割引額２万円

10 建築士サポートアップ合格セット（S) H３０/H３１ ¥1,210,000 ¥30,000 ¥1,180,000 「受験年度」：１級受験年度 35

「受験年度」：１級受験年度 34 インテリアコーディネーター１次対策講座（DVD） H２９ ¥250,000 ¥20,000

H２９ ¥220,000

¥10,000 ¥190,000 ※割引額１万円

¥210,000 ※割引額１万円

H２９ ¥200,000

9 2級建築士合格力養成学科講座付1級建築士総合ｾｯﾄ ¥1,130,000 ¥30,000

¥10,000

8 2級建築士短期必勝学科講座付1級建築士総合ｾｯﾄ ¥30,000 33 １級管工事施工管理 実地講座

7 １級建築士パーフェクト学科セット ¥30,000 32 １級管工事施工管理 学科講座

¥350,000 ¥20,000 ¥330,000

２級土木施工管理 総合講座 ¥10,000 ※割引額１万円

※割引額２万円１級管工事施工管理 総合セット H２９6 １級建築士パーフェクト総合セット ¥30,000

※割引額１万円

5 １級建築士短期必勝総合セット ¥30,000

4 １級建築士ビクトリー学科対策講座 ¥30,000 29 １級土木施工管理 実地講座（ＤＶＤ/e講義） ¥10,000

１級土木施工管理学科講座（ＤＶＤ/e講義） ¥10,000

¥30,000

3 １級建築士ビクトリー総合セット ¥30,000 ※割引額１万円

¥10,000 ※割引額１万円

2 １級建築士学科対策講座 ¥30,000 27 １級土木施工管理 総合セット（ＤＶＤ/e講義）

備考

1 １級建築士総合セット ¥30,000 26 ２級建築施工管理 総合講座

商品名
募集年度

（受験年度）
正規受講料 提携企業割引 提携企業受講料

2017/2/1現在

商品名
募集年度

（受験年度）
正規受講料 提携企業割引 提携企業受講料 備考

30

31

¥1,100,000

28

http://www.shikaku.co.jp/kozo/1k_kozo/index.html
http://www.shikaku.co.jp/kozo/1k_kozo/index.html
http://www.shikaku.co.jp/kozo/1k_houteki/index.html
http://www.shikaku.co.jp/setubi/1k/index.html
http://www.shikaku.co.jp/setubi/1k_houteki/index.html
http://www.shikaku.co.jp/setubi/1k_seizu/index.html
http://www.shikaku.co.jp/k_setubi/set/lineup/sougou.html
http://www.shikaku.co.jp/k_setubi/gakka/index.html
http://www.shikaku.co.jp/k_setubi/seizu/index.html
http://www.shikaku.co.jp/kenseko/1k/jicchi/index.html
http://www.shikaku.co.jp/kenseko/1k_set/lineup/tanki.html
http://www.shikaku.co.jp/kenseko/1k/gakka/index.html
http://www.shikaku.co.jp/kenseko/1k_set/lineup/sougou.html
http://www.shikaku.co.jp/2k/gakka/tanki/index.html
http://www.shikaku.co.jp/2k/set/lineup/tanki.html
http://www.shikaku.co.jp/2k/set/lineup/goukaku.html
http://www.shikaku.co.jp/takken/kouza/touren/index.html
http://www.shikaku.co.jp/takken/kouza/touren/index.html
http://www.shikaku.co.jp/2k/gakka/goukaku/index.html
http://www.shikaku.co.jp/2k/2years/lineup/master.html
http://www.shikaku.co.jp/2k/w_get/lineup/w_license6.html
http://www.shikaku.co.jp/2k/w_get/lineup/w_license6.html
http://www.shikaku.co.jp/takken/kouza/touren/index.html
http://www.shikaku.co.jp/takken/kouza/touren/index.html
http://www.shikaku.co.jp/takken/kouza/gokaku/index.html
http://www.shikaku.co.jp/takken/kouza/gokaku/index.html
http://www.shikaku.co.jp/2k/w_get/lineup/w_license5.html
http://www.shikaku.co.jp/2k/w_get/lineup/w_license5.html
http://www.shikaku.co.jp/2k/2years/lineup/perfect.html
http://www.shikaku.co.jp/takken/kouza/gokaku/index.html
http://www.shikaku.co.jp/takken/kouza/gokaku/index.html
http://www.shikaku.co.jp/2k/gakka/standard/index.html
http://www.shikaku.co.jp/takken/kouza/gokaku/index.html
http://www.shikaku.co.jp/takken/kouza/gokaku/index.html
http://www.shikaku.co.jp/takken/kouza/gokaku/index.html
http://www.shikaku.co.jp/2k/set/lineup/sougou.html
http://www.shikaku.co.jp/1k/w_get/lineup/support_up_sk.html
http://www.shikaku.co.jp/takken/set/lineup/perfect.html
http://www.shikaku.co.jp/takken/kouza/sougou/index.html
http://www.shikaku.co.jp/1k/w_get/lineup/support_up.html
http://www.shikaku.co.jp/1k/w_get/lineup/w_license2.html
http://www.shikaku.co.jp/1k/w_get/lineup/w_license2.html
http://www.shikaku.co.jp/doboku/2k/sougou/index.html
http://www.shikaku.co.jp/1k/2years/lineup/perfect_g.html
http://www.shikaku.co.jp/doboku/2k/sougou/index.html
http://www.shikaku.co.jp/doboku/2k/sougou/index.html
http://www.shikaku.co.jp/kankoji/set/lineup/sougou.html
http://www.shikaku.co.jp/1k/2years/lineup/perfect.html
http://www.shikaku.co.jp/1k/gakka/victory/index.html
http://www.shikaku.co.jp/doboku/1k/jicchi/index.html
http://www.shikaku.co.jp/doboku/1k/gakka/index.html
http://www.shikaku.co.jp/1k/set/lineup/v_sougou.html
http://www.shikaku.co.jp/1k/gakka/standard/index.html
http://www.shikaku.co.jp/doboku/1k_set/lineup/sougou.html
http://www.shikaku.co.jp/1k/set/lineup/sougou.html
http://www.shikaku.co.jp/kenseko/2k_tugaku/sougou/index.html

