無料セミナー

『宅建 本試験の傾向と
2018 年度対策』
"あと少しで合格"
は実は惜しくなかった!!
合格者よりも数が多い「あと少し」ゾーン。
このゾーンを越えて上位 15％に入るため
にどのような戦略で合格を狙うのか、科目
別の具体的対策を解り易くお伝えします。
・講師：伊東貴浩 ・約 65 分
・映像講義・レジュメ付き

大人気！全国規模の模擬試験 ジ・オープン模擬！
９／２４（月・祝）開催 受験料 5,400 円（税込）

①宅建完全攻略ズバリ解説 Web

※ご希望の受講日をお知らせください。ご予約を
お待ちします。

32,400 円（税込）

『真夏の改正法講義』開催間近！

重要過去問題の 245 問を「いつでも、どこでも、なん
どでも」Web でズバリ解説講義が視聴できます。
●現在配信中 ●教材：完全攻略項目別問題集を郵送

②本番直前！ヤマあてゼミ Web
Web
または直営校で
の通学

重要ポイントを一問一答形式で解説します。
本試験直前の「ヤマあて」解説 Web 講座【３６０分】
●9/28 より配信開始 ●教材：ダウンロード

③宅建完全攻略模擬試験

10,800 円（税込）

①学院模擬試験（8/5）②総仕上模擬試験（9/30）
③公開模擬試験（10/7）
日建学院生と共に三種の模擬を受験し、実力確認を！

１級建築施工管理技士

実地（８月中旬開講）

【実地コース】講義回数・全 13 回/合計 25 時間
映像講義と添削で経験記述のコツをマスター！
施工経験記述、施工（仮設工事・躯体工事・仕上工事）、施
工管理法、法規と試験範囲を網羅して合格に必要な知識を徹
底習得します。

１級土木施工管理技士

①宅建直前対策コース 108,000 円（税込）

10,800 円（税込）

実地（9 月上旬開講）

【実地コース】講義回数・全 8 回/合計 16 時間
短期間の効率学習で、実地試験合格をめざす！
出題頻度の高い過去問題を中心に、解答する上での必要な知
識及びポイントを一ヵ月の短期間で効率よく学習します。

演習テスト・解説講義を行う直前対策講義の後に、
追い込み学習（直前攻略）へと進みます。
※8 月～10 月（全 25 回）

通学
直前攻略部分
は校により Web
受講となる場合
があります。

②宅建直前攻略コース 54,000 円（税込）
本試験直前 3 週間を模擬試験 11 回と特別講義を
繰り返す追い込み学習で本試験へ向けた総仕上げ
を行います。
※10 月 （全 11 回）※公開模擬試験付き

２級建築施工管理技士

学科＋実地

（８月中旬開講）

【短期集中コース】講義回数・全 21 回/合計 51 時間
（学科コース特長）「養成アプローチ講義」（5 回）では理解しやす
い｢映像講義｣で基礎力を養成。「学科講義」（10 回+公開模試）では本
試験に直結する重要ポイントを整理し、テストにより成果の確認をす
ることで難関の学科試験合格を目指します。
（実地コース特長） 「実地講義」（6 回+公開模試）年々難易度の高
くなる「記述式問題」対策を第一に実地試験対策を学びます。
又、実地試験の要となる経験記述問題も書き方のポイントから学習し
実地試験の合格力を養成します。

『インテリアコーディネーター』試験情報
受験願書申込期間：7/17（火）～8/23（木）※お急ぎ下さい
一次試験日：10/7（日） 二次試験：12/2（日）

スキルアップ応援キャンペーン

この機会にぜひ日建学院をご利用ください。
キャンペーン期間中、24 講座が 20％ off！スキルアップを目指す全ての方が対象。
期間 2018 年 8 月 31 日まで

※学費のお支払いを含めご入学手続きがこの期間に完了する方

対象講座（例）

●「２級

FP/AFP フルパック （１月試験向け）」
講義回数・全 48 回 / 合計 85 時間 （8/20 締切）
●「３級ＦＰ技能検定受検対策 （1 月試験向け）」 講義回数・全 12 回 / 合計 23 時間
●「日商簿記２級 （11 月試験向け）」
講義回数・全 98 回 / 合計 85 時間+模擬試験
●「JW-CAD （入門 Web）」 ●「Auto-CAD （入門 Web）」
講義回数・全 6 回 / 合計 6 時間 （実践コースもございます）
●「DRA-CAD （入門 Web）」
総時間 7 時間 30 分
●「インテリアコーディネーター （１次試験対策）」 講義回数・全 22 回 / 合計 22 時間 （２次試験講座もございます）
●「管理業務主任者 本科」 講義回数・全 26 回 / 合計 87 時間
●「福祉住環境コーディネーター ２級 Web （１１月試験向け）」 講義回数・全 11 回 / 合計 10 時間

日建学院春日部校

地図

〒 344 - 0067
埼玉県春日部市中央 6-8-24 第 31 アオイビル 1F

TEL 048-737-0101 FAX 048-611-9212
日建学院は、1975 年日建学院東京校開校をスタートとして、資格取得やスキルアップ
のための講座を運営し、各種資格試験の累計合格者数は 870,000 人を超えております。ス
タッフ一同皆さまのお越しをお待ちしております。

大人気資格【３級ＦＰ技能検定（５月試験）コース】開講！
学費 30,000 円+税

/

全 12 回（約 23 時間）/

学習期間約 1.5 ヶ月

ファイナンシャルプランナーはお金にかかわる幅広い知識を備え、顧客の夢や目標の
実現をサポートする専門家で多くの業種の方々に人気の資格です。

[５月試験申請期間：3/16（金）～4/6（金）][試験日：5/27（日）]

日建学院取扱い資格、開講講座

1

一級建築士

学科・製図

8 １・２級建築施工管理技士

15

宅地建物取引士

2

二級建築士

学科・製図

9 １・２級土木施工管理技士

16

賃貸不動産経営管理士

3 インテリアコーディネーター

10 １・２級管工事施工管理技士

17 土地家屋調査士

4 建築設備士

11 １・２級造園施工管理技士

18

12 １級舗装施工管理技術者

19 ファイナンシャルプランナー

5

構造設計一級建築士

給水装置工事主任技術者

6 建築構造計算関連講座

13

7 福祉住環境コーディネーター

14 ２級

管理業務主任者

20 日商簿記 2 級、3 級

建設業経理士

21 JW-CAD/Auto-CAD

※主な取扱い資格、開講講座です。学習開始時期などご相談ください。
※一部直営校のみでの開講講座も含まれますのでお気軽にご相談ください
ご連絡先等のご記入をお願いします。
ふりがな

年齢

お名前
ご住所

生年月日
西暦
才

〒

受験願書取り寄せ代行

月

日

お電話番号

お勤め先
宅建本試験解答解説集プレゼント

年

お電話番号
（
資格名（

）部

講座資料請求

希望講座名（
）

（

）
）部

ご請求は Fax（048-611-9212）をお送りください。お電話（048-737-0101）でのご連絡も受付しております。
※個人情報の取り扱いについて／当社では、ご提供いただいた個人情報をお客様へのご連絡・教材見本等の発送のほか、資格試験の情報、当社のサービス・商品等の
ご案内等の目的に利用させて頂きますので予めご了承ください。（株式会社建築資料研究社 東京都豊島区池袋 2-50-1）

