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必ずお読みください契約規定
※学費・教材内容等を必ずご参照ください。

【適用範囲】
四谷学院（以下、「当学院」という。）が実施又は販売す
る通信講座の申込みについては、本規定により取り扱
います。本規定に定めなきものについては、法令の規
定及び各種パンフレット等の定めによるものといたし
ます。

【契約の成立】
お客様より頂いた受講申込書の到着により申込みを受
け付け、所定の教材をお客様にお送りいたします。教
材及び同梱する申込確認書（契約規定）をお客様に発
送する時点で当学院とお客様との間に、【役務の内容】
等記載の役務のご提供、及びお支払い等に関する契
約が成立いたします。なお、通信講座の特性上、お客
様がお手元に届いた教材を開梱した時点で、受講を開
始したものとみなしますのでご了承ください。

【役務の内容】
当学院が提供する教材を使った学習指導、当学院が
出した課題に対する通信添削指導、及び質問サポート
等を行います。なお、役務提供期間中であれば質問サ
ポートの回数に上限はありません。なお、送付物は別紙
に記載の通りです。

【役務提供期間】
受講サポート期限欄に記載の通りです。

【学費の内容】
受講料欄に記載の通りです。

【学費等の納入】
学費は教材の到着日から起算して８日以内に納入する
ことを原則とします。納入方法については、クレジット
カード払い・コンビニ振込・代金引換・指定の銀行口座
への振込による支払といたします。なお振込手数料、
通信指導課題を当学院に送る際の切手代等の送料は
お客様のご負担となります。

【期限の利益の喪失】
お客様が次の項目に一つでも該当した場合は、当学院
からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の
債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全
額弁済するものとします。

（１）お客様が学費のお支払いを遅滞もしくは支払手
続きを滞り、当学院から20日以上の相当な期間を
定めて書面でその支払いを催告されたにもかかわ
らず、その期間内にお支払いが行われない場合

（２）お客様の支払いの停止、又はお客様に破産、もし
くは民事再生の申立てがあった場合

（３）住所等連絡先の変更のご通知を怠るなどお客様の
責めに帰すべき事由により、教材の発送を含む教
育サービスのご提供が行えなくなった場合

【遅延損害金】
お客様に支払いの遅滞があった場合、本規定で当学
院が指定した支払いの履行日の翌日から実際に支払
いが行われた日までの日数に応じて、年14.6％の割合
で計算した金額を遅延損害金として支払うものとしま
す。

【催促事務手数料】
お客様が支払遅滞により当学院から催促を受けた場
合、催促手数料として１回500円（税込）を請求させて
頂く場合があります。

【契約者の氏名等の変更】
（１）お客様の氏名、住所等に変更があった時は、遅滞

なく所定の書面等によりその旨を当学院の通信
講座事務局に届け出るものといたします。

（２）前項の規定による届出がなかった場合、当学院か
ら発送した教材等が延着又は不着となった時は、
通常到達すべき時をもって到達したものとみなし
ます。なお、当学院からの発送後に、お客様からの

ご連絡がなく、教材等の返送があった場合は、1ヵ
月の保管後に教材等を破棄させて頂く場合もあり
ますので、予めご了承ください。その場合でも学費
等の返金はございません。

【受講の権利】
（１）受講の権利は申込者本人のみとし、第三者への権

利の譲渡はできません。但し、未成年者が受講を
申込まれる場合には、未成年者を申込者本人とみ
なし、その保護者を申込代理人とします。

（２）学費の支払が完済するまで、教材の所有権は当学
院に留保されます。

（３）期限の利益の喪失があった場合、当学院からの
一切の役務のご提供を停止させて頂く場合があ
ります。

（４）万一、当学院の講座の教材を第三者に利用させる
等の不正行為が確認された場合、当学院からの一
切の役務のご提供を停止させて頂き、契約を解除
します。その場合、学費等の返金はいたしません。

【解約・返金等】
（１）お客様のご都合による解約（解約による返金を含

む。）は、教材及び申込確認書（契約規定）の到着
後8日以内とし、下記の問合わせ先に連絡し、かつ、
同期日以内に教材一式をご返送いただいた場合
のみ可能です（消印有効）。その場合の返送料は
お客様の負担となります。ただし、以下の場合は、
解約（解約による返金を含む。）ができません。
①教材及び申込確認書（契約規定）の到着から起

算して8日を経過した場合
②お客様にお渡し後に、教材に汚れや傷、破損

等生じた場合
③教材に書き込みやページの折り曲げがある場合
④教材の一部のみの返品の場合（但し、オプショ

ン講座は除く）
⑤お客様が教材を加工された場合
⑥その他、教材の価値が損なわれていると当学院

が認めた場合
（２）受講者本人の死亡あるいはこれに類するやむを

得ない事情による場合は、前項にかかわらず解約
が可能です。この場合、既にお支払いただいた学
費から、解約手数料（11,000円税込）、及び、既に
提供した役務の対価（標準学習期間欄に記載する
日数を基準に、お客様への教材の到着日から当学
院への教材返送の到着日までの日数を日割りして
算出した金額）を控除した金額を清算いたします。

（なお、返金の際の口座振込手数料はお客様のご
負担になります。）

【教材】
教材とは、当学院が提供する各講座で使用するテキス
ト・プリント・DVD・CD-ROM等媒体を問わず全てを
指します。

【教材の著作権】
教材の著作権及び著作権隣接権は、全て当学院に帰
属します。利用者は、当学院の事前の承諾を得ずに教
材の、譲渡、複製、頒布、翻案、翻訳、上映、転売及び二
次的著作物への利用等は厳禁といたします。万一、上
記の行為に及ばれた場合、民事上の責任のみならず、
刑事上の責任が生じますのでご注意ください。

【ソフトウエアの動作環境】
DVD、CD-ROMのご利用に必要なDVD再生機および
パソコンの動作環境は、別紙に記載の通りです。動作
環境を満たさないことを理由にした交換は、有料サ
ポートとして対応させていただきますのでご了承くださ
い。また、当学院では、DVD再生機およびパソコンの
操作に関するご質問等は回答しかねます。ご購入され
た販売店等へお問合せください。

【個人情報の取扱】
当学院では、お客様から提供して頂いた個人情報は、
厳重に取り扱い、その保護に関する法令、国が定める
指針その他の規範を遵守いたします。

（１）当学院は、利用目的をできる限り特定した上、予め
本人の同意を得た場合及び個人情報の保護に関
する法律、その他法令により例外として取り扱うこ
とが認められている場合を除き、以下の利用目的
の範囲内で個人情報を利用いたします。  
・お客様に対する教材の発送を含む教育サービス

のご提供
・ご連絡及び試験等の情報のご提供
・当学院の最新情報やサービス、商品のご案内
・各種キャンペーンの実施
・体験記、アンケート等のご依頼　
・各種統計処理

（２）当学院は、お客様から提供して頂いた個人情報を、
お客様の同意なく第三者(但し、当学院が選定した
委託先及び法令により許される者を除く。）に提
供することはいたしません。お客様がご自身の個
人情報の開示・訂正・削除を求める場合には、ご本
人であることを確認させて頂いた上で、速やかに
対応いたします。

（３）個人情報の取り扱いを（１）に定める目的の範囲
内で委託する場合、個人情報の保護について適切
な水準にある委託先を選定し、守秘義務を徹底し
た契約（厳正なる管理・漏洩防止・再提供禁止な
ど）を義務付け、個人情報の安全管理が図られる
よう適切に管理、監督いたします。

【個人情報の取扱に関するお問合せ先】
四谷学院　個人情報取扱管理責任者　
〒160-0004  東京都新宿区四谷１ー１ー１
TEL.03-3357-8081

【改訂】
本規定は、関連する法令等の改正や方針等の変更により、
予告なく変更する場合がありますので、予めご了承くださ
い。

【サービスの中断又は停止】 
当学院は次のいずれかに該当する場合、サービスの運
営を中断又は停止させて頂きます。

（１）通常営業時間外及びゴールデンウィーク、年末年
始休暇等、予め告知された休業期間

（２）ホームページ運営を含むサービスのシステム停止、
及びシステム機器のメンテナンスを定期的に又は
緊急に行う場合 

（３）天災、事変、その他の非常事態等、本サービスの
提供が通常通り行えない事由が発生した場合

（４）その他、当講座の運営上、一時的な中断が必要と
当学院が判断した場合

【その他】
当学院の都合により、本サービスの全部又は一部を変
更することがあります。変更にあたっては、受講生に対
して緊急の場合を除いて事前に通知いたします。

【免責】
（１）キャンペーン等の実施により価格が変更される場

合があります。有効期限内に当学院に到着したも
のを有効とさせて頂きます。

（２）地震、火災その他の天変地異等、やむを得ない事
情による教材の発送の遅延等、及び郵便局・運送
業者による誤配達・不着・遅延・亡失落失・毀損汚
損等につきましては、当学院は責任を負いかねま
す。

【合意管轄】
本契約に基づく関係当事者間の紛争に関しては、東京
地方裁判所を専属的管轄裁判所といたします。

http://tsushin.yotsuyagakuin.net/
http://428255.jp/tsushin/携帯からは

検索四谷学院 通信講座

〒220 - 0023 神奈川県横浜市西区平沼1-37-19 四谷学院ビル

51P10-01

お申込み方法

http://tsushin.yotsuyagakuin.net/
ホームページの受講お申込みフォームより送信してください。

WEB

電  話

0120-598428FA X
合 　 格 　 は 　 ヨ 　 ツ 　 ヤ

〈受付時間〉
  10:00～18:00
（日祝を除く）0120-428022

ヨ 　 ツ 　 ヤ 　 は   ニ コ ニ コ
｢パンフレットを見たのですが｣とお電話ください。

24時間
受付中！

お忙しい方へ
おすすめ
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わずかな期間で
ラクラク合格できる

 自宅学習教材の決定版！

四谷学院通信講座を

自信を持ってお薦めします。

現在はコンピュータ社会。私たちの家庭レベルにまで完全に浸
透しています。とりわけ会社の経理分野では、簿記（＝帳簿に数
値を記入するためのシステム）のための会計ソフトが完全に普及
しています。そのため、コンピュータさえあれば、私たちは「簿記
を勉強して知識を習得する必要はなくなったのさ！」という人も
います。
しかし、それは本当でしょうか？ 実は、答えは“NO！”なのです。
簿記の知識はもういらない！なんて大きな誤解なのです。なぜな
ら、コンピュータは計算・集計の強力なツールですが、データを
分析して意思決定を行うのは、やはり“人間”だからです。つま
り、データを分析し、得られた結果について合理的な判断を行う
ためには簿記会計の知識が不可欠なのです。したがって簿記の
知識レベルを保証する検定試験は、依然として重要性を失わな
いのです。
このたび、四谷学院通信講座のスタッフが、英知と識見を結集し
て作り上げた「日商簿記3級試験」の受験対策講座ができあがり
ました。検定試験に合格するために、長年蓄積してきたノウハウ
を惜しみなく注ぎ込みました。とりわけ、通信講座（DVD学習
用）として学習しやすいよう、できる限りの映像処理を施しまし
た。もちろん本試験出題範囲に合致しています。
本講座で学習してくださった受講生であれば、検定試験に必ず
合格してくださると確信しています。また、本講座は、受験として
だけでなく、簿記や経理の知識を身につけたいと考えている方、
たとえば学生の方、社会人の方、主婦の方にも最適な教材となる
はずです。
本講座を活用して簿記試験に合格し、「簿記の知識を通じて、人
を幸せにする」ことができる方が、１人でも多く誕生してくださる
ことを心から願ってやみません。

簿記3級講座   監修

田坂  公先生

簿記を初めて学ぶ人のために作られた

久留米大学商学部　教授
公認会計士試験 試験委員
大学の講義だけでなく、簿記検定講座、公認
会計士試験講座、社会人向け会計実務セミ
ナーなど幅広く活躍中。 
『資格試験の神サマ』（講談社刊）にカリスマ
講師の1人として掲載される。

「資格試験の神サマ」（講談社刊）に
カリスマ講師の１人として紹介

「会社のお金の流れ」を学ぶ簿記は、年間50万人以上が出願する超人気資格。
実用性に優れていてすぐに仕事に活かすことができます。
また、キャリアアップや独立・更なる資格取得を目指すなど将来性も抜群です。

たくさんあり
ます！ 

  簿記が活
躍する場

資格をアピールして
希望の会社に就職できました

昇給・昇格しました

顧客からの信頼が高まり
話がスムーズになりました

公認会計士、税理士への
ステップアップの第一歩です

経理のシステム構築に
役立ちました

株取引の基本が
理解できました

企画提案に
説得力が増しました

帳簿づけや青色申告を
自分でできるようになりました

投資を始めたいDさんは…

独立を目指すAさんは…

一般事務職のBさんは…

企画担当のFさんは…

自営業をはじめたCさんは…

営業担当のEさんは…

就職活動中のHさんは…

システムエンジニアのGさんは…
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試験レベル対　象 学習内容

な～んだ、
そういうことか！

所要時間
10～30分

簿記の勉強は自転車に乗る練習
と似ています。スタートが一番の
難所。

簿記のカリスマ田坂講師のわかりやすい講義
で、ラクラク理解。試験に絶対に必要な内容
だけを厳選して収録しています。

DVDで先におおまかな内容を把握しているか
ら、理解もスムーズ。イラストや図解が豊富な
ので、重要ポイントがもれなく把握できます。

問題演習は数をこなすことが重要です。
理解した内容を、充実の演習で、記憶・定着さ
せます！

わかったつもりで終わらせるのではなく、
本当に力をつける学習法なのです！

そのコツをつかめるのが55段階です。

55段階 は特許庁の登録商標で、その学習システムは特許出願済みです。

簿記のことを全く知らない人のために、マンガを読むような感覚で
簡単に取り組めるよう作られた55段階学習システム。
必要な知識やテクニックを55段階で一つひとつクリアしていくので、
達成感を味わいながら、楽しく勉強を続けていくことができます。
1日の学習はおよそ30分。短期間で合格を目指します。

1 でも、コツさえつかめば……
あとはスイスイ進みます！

2 まずは「簿記の55段階DVD」を
チェックします。

3

少しずつ難易度をあげて同じ学習
内容を繰り返す仕組みなので、着
実に知識が身につきます。

7 最後は過去問と修了試験で学力
の総仕上げ。模擬試験としても活
用できます。

8 このように、システム通りに学習
するだけで、簿記資格取得に必要
な知識がすべて身につきます。

9

次に「簿記の55段階テキスト」を
学習します。

4 例題と演習問題で、理解を確認し
ます。

さらに、オリジナル添削問題で、
まんべんなく習得度を確認します。
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55段階なら、あなたはシステム通りに学習するだけでOK!

段階55 学習システム
無理なく楽しく合格できる初心者でも

始めやすく 
続けやすい！

簿記検定の中で最も規模が大きく一般的なのが「日商簿記」。
会社の長所や短所を経営状態から分析することができる能力は、
業種を問わず多くの企業から評価されています。

試験概要

年3回（6月・11月・2月）

2時間

70点以上

なし

2,570円（税込）

誰でも受験できます

簿記3級は社会人に必須の知識。
決して難しくない試験です。

試験ガイド

簿記の55段階

受 験 資 格

試験実施日

試 験 時 間

合格ライン

定 員

受 験 料

個人商店や企業のお金の流れを理解

するための基本知識が問われます。

簿記3級を学習することで、商店や

中小企業の経理事務を担当するのに

十分な実務能力を身につけることが

できます。

「仕訳」や「勘定」など、簿記を理解する上で欠かせな

い用語を覚えたあと、個人商店や企業のお金とモノ

の出入りについて学習します。また、会社の通信簿と

も言える「損益計算書」「貸借対照表」の仕組みを理解

して、実際に作成できるようになります。会計ソフト

を扱う上で必要な能力がマスターできます。

●過去の試験データ

52.7%

54.1%

38.5%

48.0%

40.9%

48.0%

33.9%

140 回
139 回
138 回
137 回
136 回
135 回
134 回

（ 合格者数 / 実受験者数 ）合 格 率

（H27.6.14）

（H27.2.22）

（H26.11.16）

（H26.6.8）

（H26.2.23）

（H25.11.17）

（H25.6.9）

（41,910  / 79,467）

（42,990  / 79,460）

（33,363  / 86,659）

（37,824 / 78,726）

（30,690  / 75,049）

（45,045  / 93,781）

（29,025  / 85,585）

簿記3級

基礎力養成段階

簿記学習の基本的な枠組みを把
握する段階です。

●テキスト上巻
●DVD1、2
●添削問題

学習範囲

● 個人商店主
● 経理事務補助
● 初めて簿記を学ぶ方
　　　　　　　　etc…

簿記の基本を修得できます。

LEVEL 1
STEP1～10

実力養成段階

簿記3級の試験合格に欠かせな
い知識を必要十分に理解する段
階です。

●テキスト上・中巻
●DVD2～6
●添削問題

学習範囲

LEVEL 2
STEP11～48

実戦力養成段階

仕上げの段階です。本試験対策
問題として、難易度の高い問題に
も対応できるように演習します。

●テキスト下巻
●DVD7
●添削問題
●修了試験

学習範囲

LEVEL 3
STEP49～55

標準学習期間 3ヵ月

※受験料の他に別途事務手数料がかかります。
※試験については各地商工会議所にお問い合わせください。

ご存知ですか？

単位認定に使える大学もあります。

3
級
試
験
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初めて学ぶ簿記も、やさしい言葉で一つひとつ

丁寧に説明してもらえるから、ラクラク理解で

きます。試験に必要な内容を厳選して収録して

います。

豊富な図解やイラスト、補足説明のおかげ

でつまづきがありません。DVDで内容や考え

方をつかんでいるので、テキスト学習の効率

は格段にあがります！

わかる

テキスト
何がポイントかわかるから、
テキスト学習がスムーズ!

まずは、DVDで
ポイントをつかみます!

わかる

DVD

四谷学院は、「わかりやすさ」と「学習効率」に徹底的にこだわりました。

DVD・テキストそれぞれのクオリティはもちろん、DVDとテキス

トが連動した「相乗効果」で、初めて学ぶ内容もスイスイ頭に入り

ます。他にはない特別な工夫で、着実に合格力をつけていきます！

DVDとテキストが連動しているから、
とにかくわかりやすい！

人間の脳の情報処理のうち、70％は視覚情報処理だといわれています。『百聞は一見
にしかず』には、科学的な根拠があるのです。だから四谷学院の日商簿記対策講座では、
まず最初にDVDを使った視覚優位の学習から入ります。あらかじめ重要ポイントをイ

メージ化することで、負担なく知識の関数＊を作っておくのです。イラストや図解をふんだんに取り入れたテキストも、この視覚の優位性
を根拠に作られています。
また、スキナーという学習心理学者が提唱する「プログラム学習」という理論があります。やるべきことを細かく分け、で
きたかどうかを確認し、できなければそこができるようになってから次に進むというものです。画期的学習理論として脚
光を浴びたこの「プログラム学習」を具現化したものが四谷学院の開発した『55段階』です。

＊知識の関数とは？ ……「一つの知識を知っておくと、それに関連する知識が記憶しやすくなる」ということ。認知心理学の実験結果から証明されています。

ダブル効果には、
科学的な根拠があります！

B.F.スキナー
　（1904～1990）

DVDの動作環境 DVDプレーヤーでご視聴いただけます。 （注）パソコンや PlayStationでの DVD 再生について：
 ご利用の機器の仕様や環境により、ご視聴いただけない場合があります。詳しくは販売元へお問い合わせください。

だから、
学習内容が 　　　　　　頭に入ってきます！グングン

ダブル効果
あなた専任の相談窓口安心の担任制度

丁寧な添削指導 やる気アップ！ 先生自筆で個別指導。

納得感が違う
！

考え方の間違
いまで指摘し

てくれるので
、

本質をしっか
り理解できま

す。

効果が違う！
あなたの問題

点にそった

個別指導をい
たします。

答案作成時の注意点も
アドバイス！

自分では気づきにくい
用語の表記ミスも見落とさない！

計算過程もチェックし、
間違えやすいポイントを指摘！

合格まで2人3脚の充実したサポートシステム！
2 3

4 5

大満足の「受講保証」制度。教材到着から
試験までロングサポート！

受講者一人ひとりに、あなた専任のサポート
スタッフ「担任」がつきます。

サポートレターであなたのがんばりを応援！
やる気をしっかり支えます。

だから、挫折しがちな通信学習が目標達成
まで楽しくしっかり続くのです！

「？」と感じたことは、メール・FAX・郵送で
いつでも、何度でも質問ＯＫ。

内容に関する質問だけでなく、試験のポイン
トを熟知した担任からの学習アドバイスも！

6

1

添削例

万全合格までのサポートは尽くせり至れり
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初めて簿記を学ぶ人のための 特別教材

試験に問われる全論点を網羅。本試験レベ
ルの問題演習を通じて、55段階の学習内容
が確実に身についているかどうかをチェック
できます。

添削課題

これまでの学習成果を分析し、試験前の最
終アドバイスを載せた総合成績表が発行さ
れます。試験に万全の体制で臨めるよう、最
後の最後まであなたをバックアップします！

修了試験

簿記特有の考え方を、視覚的に理解！簿記のカリスマ、田坂講師の特別収録講義！

8回分

こだわりポイント

「簿記のボの字も知らない」人が短期間で、一発合格するための 教材です！

　　　　　　　　　　
一般の通信講座に添付されているDVDは、自社通学コースで開講されている講義をた
だ録画しただけのものがほとんど。映像として観てみると、実際に授業に参加している
場合はまったく気にならない板書の時間や言い間違い、受講生の反応を確かめながらの
補足・説明の重複が間延びして感じられてしまいます。
当講座のDVDは、自宅学習用に作成した完全オリジナルの講義DVDです。編集にじっく
り手をかけ、短期間で合格をつかめるように、わかりやすさを追求しました。

簿記3級の55段階 まずはDVDでポイントをつかみますDVD

ポイントがわかっているから学習がスムーズ簿記3級の55段階

テキスト

カリスマ講師の「目からウロコ」の解説で、簿記３級をスピードマスターできる、「早 わかり」DVD！

一見やっかいな簿記特有の「用語」「概念」を解きほぐし、スムーズに理解させる「わ かる」テキスト！

充実の合格教材

中学生
でも 

スラス
ラ読め

る

 やさし
い解説

文！

250点
を超え

る

イラス
ト・図

解

2色刷
りで

  ポイ
ントも

明快！

1STE
P

   15～
30分！

 

章のはじめには、学習のねらいがわかる説明文があるので
スムーズに学習内容に入っていけます！

イメージしやすいイラストがふんだんに
入っていて、親しみやすさも抜群です！

発展的な内容が
欄外にまとめられているので、
学習の優先順位が明確です！

講師からのアドバイスで
学習のツボを押さえます！

押さえるべき重要ポイントです。
しっかり理解しましょう！

● 出題論点をすべて網羅！
● 詳しい解説で
　復習効果バツグン！

カリスマ講師
田坂先生

これ以外の教材は
一切購入する
必要がありません
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