エクステンションセンター
ＴＡＣ

【講座概要】
短答式再受験を目指す人、または論文式試験対策の総仕上げをしたい人が対象のコースになります。

【対象者】本学学生・卒業生（いずれも院生・APU 交換留学生含む）

● 対象コース：次頁を参照
● 申込期間：選択コースにより異なりますが、通学開始 3 日前までにお申込みください。
● 受講料：次頁を参照
※在学生：入会金免除および通常受講料の 25％割引（アクセス答練は 10％割引）
※校友：エクステンションセンターHP 参照 http://www.ritsumei.ac.jp/extension/graduate/

● 受講校舎：【資格の学校ＴＡＣ】
＜通学+Web 講座＞全国直営 22 校 ※申込受付は京都校・梅田校・なんば校・神戸校・名古屋校のみ
＜Web 通信講座＞

● 申込受付先：エクステンションセンターで手続後、TAC の上記５校舎で申込
● 申込方法：最終ページに掲載している「申し込みのステップ」をご覧ください。

立命館大学エクステンションセンター
問い合わせ先：衣笠キャリアセンター/BKCキャリアセンター/OICキャリアセンター
http://www.ritsumei.ac.jp/extension/
2019年 6月10日

資格の学校ＴＡＣ
■在学⽣【割引対象コース・受講料⼀覧】（⼀括払いのみ）
2 02 0年合格目標
受験経験者向けコース

学習メディア

通学+ W e b講座
［12月短答受験者向け］

「上級Wチャンス本科生」
（2019年6～8月入学）

短答2回 <申込開始日：2019年5月27日>
対応
W e b通信講座

（教材費･消費税8％込）

なし

¥427,000

適用なし
8/1～

あり

¥486,000

なし

¥462,000

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ
特別割引受講料
¥3 34 ,50 0
¥3 16 ,50 0
¥3 38 ,25 0
¥3 20 ,25 0
¥3 64 ,50 0
¥3 46 ,50 0
¥3 34 ,50 0
¥3 16 ,50 0
¥3 38 ,25 0
¥3 20 ,25 0
¥3 64 ,50 0
¥3 46 ,50 0

なし

¥790,000

¥5 32 ,50 0

なし

¥710,000

¥5 32 ,50 0
¥3 12 ,00 0
¥2 94 ,00 0
¥3 18 ,00 0
¥3 00 ,00 0
¥3 41 ,25 0
¥3 22 ,50 0
¥3 12 ,00 0
¥2 94 ,00 0
¥3 18 ,00 0
¥3 00 ,00 0
¥3 41 ,25 0
¥3 22 ,50 0
¥2 89 ,50 0
¥2 71 ,50 0
¥2 95 ,50 0
¥2 76 ,75 0
¥3 18 ,00 0
¥3 00 ,00 0
¥2 89 ,50 0
¥2 71 ,50 0
¥2 95 ,50 0
¥2 76 ,75 0
¥3 18 ,00 0
¥3 00 ,00 0
¥1 11 ,60 0
¥70 ,20 0
¥94 ,05 0
¥54 ,00 0
¥50 ,40 0
¥1 11 ,60 0
¥70 ,20 0
¥94 ,05 0
¥54 ,00 0
¥50 ,40 0

超割／早割
キャンペーン

Re- view
講義

超割
5/27～6/13

あり

「基礎ﾌﾙﾊﾟｯｸ上級本科生」

短答受験
者向け

通学+ W e b講座

¥461,000

（教材費･消費税8％込）

なし

¥437,000

早割
6/14～7/31

あり

¥466,000

（教材費･消費税8％込）

なし

¥442,000

適用なし
8/1～

あり

¥521,000

（教材費･消費税8％込）

なし

¥497,000

超割
5/27～6/13

あり

¥446,000

（教材費･消費税8％込）

なし

¥422,000

早割
6/14～7/31

あり

¥451,000

（教材費･消費税8％込）

［12月短答受験者向け］

通常受講料

適用なし
（教材費･消費税8％込）

（随時入学）
<申込開始日：2019年5月27日>

W e b通信講座

適用なし
（教材費･消費税8％込）

早割
8/26～9/30
通学+ W e b講座
［5月短答受験者向け］

短答1回 「上級ストレート本科生」
対応
（2019年9～12月入学）
<申込開始日：2019年8月26日>

W e b通信講座

通学+ W e b講座

「論文専攻上級本科生」
短答免除者向け

（2019年9月～2020年3月入学）
<申込開始日：2019年8月26日>

W e b通信講座

あり

¥431,000

（教材費･消費税8％込）

なし

¥407,000

早割
10/1～12/23

あり

¥439,000

（教材費･消費税10％込）

なし

¥415,000

適用なし
12/24～

あり

¥490,000

（教材費･消費税10％込）

なし

¥466,000

早割
8/26～9/30

あり

¥416,000

（教材費･消費税8％込）

なし

¥392,000

早割
10/1～12/23

あり

¥424,000

（教材費･消費税10％込）

なし

¥400,000

適用なし
12/24～

あり

¥455,000

（教材費･消費税10％込）

なし

¥430,000

早割
8/26～9/30

あり

¥401,000

（教材費･消費税8％込）

なし

¥377,000

早割
10/1～12/23

あり

¥409,000

（教材費･消費税10％込）

なし

¥384,000

適用なし
12/24～

あり

¥460,000

（教材費･消費税10％込）

なし

¥435,000

早割
8/26～9/30

あり

¥386,000

（教材費･消費税8％込）

なし

¥362,000

早割
10/1～12/23

あり

¥394,000

（教材費･消費税10％込）

なし

¥369,000

適用なし
12/24～

あり

¥424,000

なし

¥400,000

3科目パック【短答+論文】

¥124,000

（教材費･消費税10％込）

通学講座
（教材費･消費税8％込）

短答･論文
トレーニング

「アクセス答練」
W e b通信講座
（教材費･消費税8％込）

3科目パック【論文のみ】

¥78,000

2科目パック【短答+論文】

¥104,500

2科目パック【短答のみ】

¥60,000

2科目パック【論文のみ】

¥56,000

3科目パック【短答+論文】

¥124,000

3科目パック【論文のみ】

¥78,000

2科目パック【短答+論文】

¥104,500

2科目パック【短答のみ】

¥60,000

2科目パック【論文のみ】

¥56,000

※各本科生の「通学+Ｗｅｂ講座」の特別割引受講料は、通学講座の通常受講料より 25％割引

■再受講割引等、他の割引との併用はできません。

■上記以外の学習メディアは割引対象外です。

■各コースのカリキュラムや日程は TAC ホームページもしくはエクステンションセンター内に備え付けの講座パンフ
レット、または最寄りの TAC 各校舎にてご確認ください。
→ TAC 公認会計士講座ホームページ

URL：https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/

TAC の上級コースで学ぶ６つの安心
１．会計士試験を熟知した合格者講師が全力サポート！
実務経験豊富な合格者講師が在籍する TAC では、近年の出題傾向を踏まえ、実務に即した講義の展開が可能。
自らの受験経験を活かし、受験期間中の悩みや相談にも、受験生目線の的確なアドバイスをしていきます。
２．合格するための重要な要素！スケールメリット！
日本全国に展開する TAC での成績は、受験生全体の成績に近似するため、本試験に近い正確な成績･順位を把
握できます。また、スクール規模の大きい TAC で学習していない問題は、他の受験生も容易に正解できない可能
性が高く、「埋没問題（必ずしも得点すべきでない問題）」として判断できます。
３．Re-view 講義（インプット）で弱点克服！基礎力強化！
短期合格者の多くが、基礎知識の重要性を認識しており、「上級講義」も基礎知識をベースに展開されます。
Re-view 講義セット本科生なら、上級講義が本格化する前に基礎知識を効率的に総復習することができます。
４．本科生には『アクセス答練』が標準装備！
TAC では、「アクセス答練」をはじめとした良質なアウトプット・トレーニングの機会を数多くご用意。計算科目･理論
科目をバランス良く、質･量ともに必要十分な問題演習を行い、合格答案を作成する力を養っていきます。
５．デジタル教材アプリが始動！効率学習をサポート！
従来のテキスト教材に加え、検索機能などのデジタル教材ならではの利便性を組み合わせることで、効率的･効
果的な学習を加速させます。2019 年 8 月末までは体験版で利用可能。9 月より正式版を提供開始の予定。
６．就職活動が初めての方でも安心！充実の就職サポート！
会計士受験生の就職活動に精通した専任カウンセラーが、就職活動の基礎から模擬面接・エントリーシート対策
といった実践的な対策までサポートするので、自信を持って就職活動に臨むことができます。
■資格の学校 TAC の公認会計士講座に関するお問い合わせには、以下をご活用ください■
資格の学校 TAC 京都校

TEL ： 075-351-1122

資格の学校 TAC 梅田校 ： 06-6371-5781

資格の学校 TAC なんば校 TEL ： 06-6211-1422

資格の学校 TAC 神戸校 ： 078-241-4895

エクステンションセンター利用のご案内
【エクステンションセンターのサポート体制】
エクステンションセンターでは、公認会計士講座を受講し、公認会計士試験合格を目指す皆さんをサポートしています。
積極的に利用してください。
① 受講相談・・・・・各エクステンションセンター（キャリアセンター）窓口にて、受講相談や進路相談を受け付けています。
② 専門学校（資格の大原、資格の学校 TAC）との割引提携を設けています。
③ 奨励金制度・・・・・在学生には選考の上で優秀な学生の講座受講料を補助する「エクステンションセンター特別奨励生
制度」や、難関試験合格者に支給される「西園寺記念奨学金（難関試験分野）」があります。エクステンションセンターホ
ームページで情報を公開します。
④ 自習室の利用・・・・・在学生には公認会計士合格を目指して学習する学生のために専用自習室（有料）を設けています
（選考試験あり、ＯＩＣおよびＢＫＣのみ）。
⑤ 各種イベントの実施・・・監査法人見学会や、ＯＢＯＧ懇談会、公認会計士による講演会など、皆さんのモチベーション維
持に役立つ企画を実施します。
⑥ 就職活動支援・・・エントリーシートや履歴書の添削、模擬面接など、多様な就職活動支援を行っています。

【エクステンションセンターホームページ】

http://www.ritsumei.ac.jp/extension/

申込のステップ
Step1

申込みコース決定

専門学校のパンフレットをチェック!必要に応じて各専門学校に
ご相談ください

Step2

仮申込み

エクステンションセンターHP から申込み
https://challenge.ritsumei.ac.jp/

Step3

申込み書の印刷

A4 サイズに印刷

Step4

割引証の発行

申込書をエクステンションセンター窓口（キャリアセンター）に
提出し割引証を発行

Step5

専門学校への申込み

割引証明書を資格の学校 TAC 各校舎に持参

Step6

受講スタート

申込み後の専門学校からの指示に従い、受講スタート

※Step 4＜『割引証』の発⾏＞は、「⾐笠キャンパス」「びわこ・くさつキャンパス」「⼤阪いばらきキャンパス」のみで受付けています。
「朱雀キャンパス」では『割引証』の発⾏は出来ませんのでご注意ください。
※『割引証』の再発⾏は出来ません。『割引証』発⾏後、なんらかの理由で講座申込をされない場合、必ずエクステンションセンター
窓⼝までご連絡をお願いします。
※卒業⽣の⽅は、TAC ⽴命館校友資格⽀援外部リンク（http://www.ritsumei.ac.jp/extension/graduate/） より
お申し込みください。

＜窓口時間について＞
【エクステンションセンター】 問い合わせ先：キャリアセンター
http://www.ritsumei.ac.jp/extension/
キャンパス
住所
建物
電話
衣笠
京都市北区等持院北町 56-1
研心館 1 階
075-465-8172
BKC
滋賀県草津市野路東 1-1-1
プリズムハウス 2 階
077-561-3942
OIC
大阪府茨木市岩倉町 2-150
A 棟 1 階 AS 事務室
072-665-2120
期

間

窓口時間

休憩時間
月～金

ｾﾒｽﾀｰ授業期間中

9：3０～１７：００

長期休暇中/試験期間中

9：3０～１７：００

※1
１１：３０～１２：３０

※１．土曜・日曜・大学が定める休業日は閉室します。
毎週水曜日午前中は業務会議のため、休憩時間終了後に窓口業務を開始します。
※２．その他、窓口時間に変更がある場合は、エクステンションセンターの掲示板やＨＰにてお知らせします。

公認会計⼠資格・試験制度に関する詳細は、公認会計⼠・監査審査会ホームページで試験詳細を必ず確認してください。
（http://www.fsa.go.jp/cpaaob/）

