
2014.02.26現在

公認会計士／税理士／簿記検定／社会保険労務士／中小企業診断士／証券アナリスト／ファイナンシャル・プランナー／
不動産鑑定士／宅地建物取引主任者／建築士／マンション管理士・管理業務主任者／公務員（地方上級・市役所・国家一般職）／
公務員（技術職）／教員採用試験／警察官・消防官／行政書士／通関士／弁理士／知的財産管理技能検定／米国公認会計士／
公認内部監査人（CIA）／情報処理技術者／パソコンスクール／CompTIA／ビジネスプロ養成スクール

司法試験／司法書士／公務員（国家総合職・外務専門職）／マスコミ
（WセミナーはTACのブランドです）

立川校
移転記念
キャンペーン

5/5 火 6/30 火

記念イベント開催！
ご来校お待ちしております！

キャンペーン期間中に

ＴＡＣ立川校にて講座申込みされた方は・・・

期間中に￥50，000以上の各種講座本科生をお申込みの

方は、「福引き」にチャレンジしていただけます。

電卓やコピーカード、個別ＤＶＤフォロー利用券など、学習

に役立つ各種グッズを賞品としてご用意しました。

期間：2015年5月5日（火）～賞品がなくなり次第終了

一部条件がございます。詳細は中面をご覧下さい。

「福引き」ができます！

立川駅北口よりさらに便利になりました

キャンペーン期間：

2015 /2 / 1日 ▶ 5 / 31日

・

 【2016年合格目標】入門付総合本科生（春・夏）／総合本科生（春・夏）
 【2017年合格目標】2年総合本科生
 上記本科生の教室講座、個別DVD講座、教室＋個別DVD講座（VIPコース）

キャンペーン
対象コース

1万円OFF
最大2016年

合格目標

教室＋個別DVD講座 VIPコース の場合

教室講座／個別DVD講座

3万円OFF
最大

教室＋個別DVD講座 VIPコース の場合

教室講座／個別DVD講座

2017年
合格目標

例）2年総合本科生の場合

 国家総合職講座 【2016年／2017年合格目標】法律／経済／政治・国際本科生いずかれかの各種本科生
 外務専門職講座 【2016年／2017年合格目標】総合本科生・2年総合本科生いずれかの各種本科生
 上記本科生の教室講座、個別DVD講座、教室＋個別DVD講座（VIPコース）

キャンペーン
対象コース

早得ハ　　ヤ ト　　ク

2016・2017年合格目標国家総合職 ／ 外務専門職

キャンペーン
Part 3・Final
❶本科生大幅割引！❷Webフォロー半額

本科生受講料 大幅割引 !特典 教室講座 個別DVD講座 Web+音声DL通信講座

Webフォロー半額特典 教室講座 個別DVD講座 VIPコース

国 家 総 合 職

2016年合格目標 スタンダードコース
キャンペーン対象コース例 通常受講料Part3 Final
例）法律本科生 ¥494,000¥484,000 ¥514,000

2017年合格目標 大学1・2年生向けロングコース
キャンペーン対象コース例 通常受講料Part3 Final
例）法律2年本科生 ¥546,000¥536,000 ¥566,000

各種本科生 3万円off
Part3 3 / 30月～ 4 /26日

各種本科生 2万円off
F ina l 4 / 27月～ 5 /31日

外 務 専 門 職

2016年合格目標 スタンダードコース
キャンペーン対象コース例 通常受講料Final

例）総合本科生 ¥525,000 ¥545,000
2017年合格目標 大学1・2年生向けロングコース

キャンペーン対象コース例 通常受講料Final
例）2年総合本科生 ¥597,000 ¥617,000

各種本科生 2万円off
F ina l 3 / 30月～ 5 /31日

プ ラ ス

Final
2015 /
3 / 30月～ 5 /31日

詳細は専用チラシ
をご覧ください。さらに5万円キャッシュバック!

地方上級・国家一般職 〈事務系〉 2016・2017年合格目標

春割キャンペーン
2015 /1 / 5 月 ▶ 6 / 30 火

 【2016年合格目標】総合本科生（入門付き）・総合本科生・トリプル本科生（入門付き）・トリプル本科生・国税／税務専門官本科生A・B
 【2017年合格目標】2年総合本科生・2年トリプル本科生・2年総合本科生Plus・2年トリプル本科生Plus
 上記本科生の教室講座、個別DVD講座、教室＋個別DVD講座（VIPコース）、教室＋DVD通信講座、Webフォロー

キャンペーン
対象コース

2017年
合格目標

例）2年総合本科生の場合 全314回

¥463,000

¥463,000

¥514,000

受講メディア 春割キャンペーン
受講料

大学生協割引
受講料（5%off）通常受講料

さらにWebフォロー受講料が1万円OFF

¥433,000

¥433,000

¥484,000

¥411,350

¥411,350

¥459,800

教室講座

個別DVD講座

教室＋
個別DVD講座

¥72,000 ¥62,000 ¥58,900Webフォロー

3万円OFF1万円OFF
2016年
合格目標

例）総合本科生の場合 全204回

¥324,000

¥324,000

¥355,000

受講メディア 春割キャンペーン
受講料

大学生協割引
受講料（5%off）通常受講料

さらにWebフォロー受講料が1万円OFF

¥314,000

¥314,000

¥345,000

¥298,300

¥298,300

¥327,750

教室講座

個別DVD講座

教室＋
個別DVD講座

¥51,000 ¥41,000 ¥38,950Webフォロー

2016・2017年合格目標

キャンペーン割 2015 /2 / 1日 ▶ 5 / 31日
春

警察官 消防官・

 【2016年合格目標】入門付総合本科生（春・夏）／総合本科生（春・夏）
 【2017年合格目標】2年総合本科生
 上記本科生の教室講座、個別DVD講座、教室＋個別DVD講座（VIPコース）

キャンペーン
対象コース

1万円OFF
最大

2016年
合格目標

¥226,000

¥206,000

春割キャンペーン
受講料

大学生協割引
受講料

（5%off）
通常受講料

¥216,000

¥201,000

¥205,200

¥190,950

教室＋個別DVD講座 VIPコース の場合

教室講座／個別DVD講座

3万円OFF
最大

¥300,000

¥279,000

春割キャンペーン
受講料

大学生協割引
受講料

（5%off）
通常受講料

¥270,000

¥259,000

¥256,500

¥246,050

教室＋個別DVD講座 VIPコース の場合

教室講座／個別DVD講座

2017年
合格目標

例）総合本科生（春・夏）の場合 全112回 全240回例）2年総合本科生の場合

立川校オススメ！ TACのおトクなキャンペーン

この他にもキャンペーンを実施しています。詳細はTACホームページをご確認いただけます。

受講相談・

お問い合わせは

立川校まで

資格の学校TAC 立川校
TEL 042(528)8898（代）
〒190-0012
立川市曙町1-32-6 遠藤創進第2ビル

【移転後】
〒190-0012
立川市曙町1-14-10　井門立川曙町ビル
◎受付営業時間　月～土　9：00～19：00
　　　　　　　　日　　　9：00～18：30

5/5（火）
移転OPEN!

※各キャンペーンの詳細は、「各種キャンペーンチラシ」をご覧ください。　※上記以外にも受験先ごとに専用コースがございます。詳細は「各種パンフレット」をご覧ください。



立川校
移転記念キャンペーン

5/5 火 6/30 火キャンペーン期間：

ＴＡＣ立川校の移転を記念し、キャンペーンを実施致します。

お得なお申込特典、記念イベントをご用意して皆様のご来校をお待ちしております。

移転記念キャンペーンの詳細はＴＡＣ立川校へお問い合わせ下さい。 特別イベントの詳細はＴＡＣ立川校へお問い合わせ下さい。

ご参加の皆様に入会金￥10，000免除券をプレゼント！

公務員講座 無料公開セミナー 公認会計士講座 無料体験講義

税理士講座 無料公開セミナー

中小企業診断士講座 特別イベント

簿記検定3級・2級 特別イベント

社会保険労務士講座 無料公開セミナー

学習応援！ 「福引き」開催！！

立川校移転記念

特別イベント開催！

期間：2015年5月5日（火）～なくなり次第終了

予約不要！ 参加無料！

上記期間中、ＴＡＣ立川校にて￥50，000以上の各種本科生をお申込みの方は「福引き」をご利
用いただけます。電卓やコピーカード、個別ＤＶＤフォロー券など、これからのＴＡＣでの学習に
役立つグッズが「空クジなし」で当たります！
※多くの皆様にご利用いただけるよう多数賞品をご用意致しますが、終了の際にはご了承下さい。

ＴＡＣ立川校は公務員に強い！担任講師がお待ちしています！

ＴＡＣ立川校で実施する財務会計入門（日
商簿記検定3級完全対応）をまるごと全8
回、無料体験できます。もちろん使用する
教材一式は全てプレゼント！会計の世界
に触れる絶好のチャンスです。ＴＡＣで公
認会計士試験に合格した中本講師のライ
ブ講義にご期待下さい！

税理士試験の直前期が迫ってきました。
当セミナーではＴＡＣのベテラン講師が、
直前期の簿記論・財務諸表論の学習上
のポイントや復習方法について詳しく説
明します。現在TACに通われていない方
も必見です！お気軽にご参加下さい。

立川校で中小企業診断士試験に合格し
た方々の「本音」を是非お聞き下さい。
目指した動機、学習中の工夫、合格時の
感動等、立川校担当講師を交え、インタ
ビュー形式で進めていきます。中小企業
診断士は勿論、資格取得に興味のある方
も気軽にご参加下さい。

「第140回をあてる！ＴＡＣ直前予想」（ＴＡＣ出版）を使用しま
す。事前にご予約の上、書籍をご購入いただきご参加下さい。
重要論点の演習・解説・まとめをＴＡＣ専任講師が行います。
検定前必見です！

ご予約は「TAC立川校ホームページ」へ《「TAC立川校」で検索！》

社会保険労務士の資格をご存じですか？
来年の試験を目指してみませんか？ＴＡ
Ｃ立川校の人気ベテラン講師が社労士の
魅力から試験制度、合格の秘訣を説明し
ます。少しでも興味のある方はお気軽に
ご参加下さい。

記念キャンペーン Ⅰ

公務員講座/地方上級・国家一般職

個別ＤＶＤフォロー 20回分 利用券プレゼント
期間：2015年5月5日（火）～６月30日（火）

「教室講座に出席できない・・・」「もう一度講義を聴きたい・・・」そんな時にご利用いただける個
別ＤＶＤフォロー利用券（通常500円/回（税込））が20回分無料でご利用いただけます。来年
の試験合格へ向け、有意義にご活用下さい。
対象：キャンペーン期間中公務員講座（地方上級・国家一般職）各種本科生を立川校通学（教
室、個別ＤＶＤ、ＶＩＰ）登録で、かつ立川校で申し込まれた方。
※個別ＤＶＤフォロー利用券は立川校のみでご利用いただけます。他校舎ではご利用いただけません。
※個別DVDフォローのご利用には事前の予約が必要です。
※有効期限は平成28年９月２５日までとなります。

記念キャンペーン Ⅱ

学習応援！ 参考書籍 20％off
期間：2015年5月5日（火）～６月30日（火）

キャンペーン期間中、TAC立川校にてTAC出版、早稲田経営出版発行の書籍を20％割引価格
（本体価格20％off+税）にて、おトクにご購入いただけます。
欲しかった問題集、これから役立ちそうな参考書、ビジネスマンの教養書など、様々な書籍がご
ざいます。この期間にTAC立川校にお立ち寄り下さい。
※割引後、10円未満の端数が出た分につきましては切り上げ価格になります。予めご了承下さい。

記念キャンペーン Ⅲ

5/6（水）
14：30～

地方上級・国家一般職
「ゼロから教えて！

公務員」

原真樹講師

5/12（火） or  5/15（金）
両日とも18：45～21：45

5/9（土）11：00～12：00

5/16（土）11：00～13：00

3級

井田健講師

5/30（土）
14：00～16：45

2級

田中秀幸講師

5/31（日）
14：00～16：45

5/16（土）14：00～

「会計士入門まるごと 全8回 無料体験！」

「ここからが勝負！
失敗しない直前期学習法」

立川校でしか聴けない！合格者セミナー
「合格の秘訣」

第140回をあてる！
合格ポイントチェックセミナー

「春から始める社労士受験！
一発合格必勝法！」

中本峻佑講師

津布久裕司講師

伊東拓講師大河内満博講師

5/7（木）
18：30～

警察官・消防官
「ゼロから教えて！
警察官・消防官」

宮脇真理子講師

5/11（月）
18：00～

国家総合職
「我が国をデザイン
する！国家総合職」

山下純一講師

要予約

※簿記検定特別イベントのみ予約が必要です。


