
桑原

税理士入門

1科目申込

通 学 講 座（教室通学・映像通学）

受 講 料（税込）
簿記・財表パック申込

複数科目セット申込

税理士講座　パック特典・割引等に関する注意事項

入学金 6,000\(税込)
※大原グループの講座（通学・通信）に初めてお申込みの方は、受講料の他
に入学金6,000円（税込）が必要です（入学金不要の記載がある講座を
除きます。）。お申込の際に旧受講証等を提示してください。

◆2科目以上の同時申込でお得！◆
複数科目申込時のご案内・注意事項1 割引制度のご案内・注意事項2

【割引内容（消費税込）】
2023年受験対策の右記【対象コース】を複数
科目セットとして2科目以上同時申込すると、
複数科目セット価格でお申込みができます。
※継続割引、大原受講生割引、大学生協等割引または
大原法人割引は併用可能です。それ以外の割引や
キャンペーンは併用できません。

※1月開講簿記・財表初学者短期合格パックと他科目
の同時申込は対象外となります。

※各金額は受講料一覧をご確認ください。

【対象コース】
1月開講 初学者短期合格コース
1月開講 経験者完全合格コース

【最終申込期限】 2023年7月31日まで

【対象者】
2022年受験対策において一般価格18,000円以上の税理士講座商品を最後まで
受講された方。
※複数商品の合計金額ではなく、商品単体で一般価格18,000円以上の受講が必要となります。

【制度内容（消費税込）】
2023年受験対策の右記【対象コース】を
一般価格または1月開講複数科目セット価
格の5%OFF（100円未満切捨）でお申込
みができます。
※資料通信は対象外となります。

【対象コース】
1月開講 初学者短期合格コース
1月開講 経験者完全合格コース

【対象期間】 2022年12月1日～2023年1月8日
1. 1月開講　複数科目セット 1. 継続割引制度

【特典内容（消費税込）】
2023年受験対策の右記【対象コース】を一般価
格の10%OFF（100円未満切捨）で追加受講で
きます。なお、追加の科目数に制限はありません。
※資料通信および分納は対象外となります。　※特典
をご利用になる場合は大原各校の受付窓口または郵送
でのみお申込みできます。大学生協・購買会等およびイ
ンターネットでのお申込みはできません。　※キャン
ペーン価格および割引制度との併用はできません。

【対象コース】
1月開講 初学者短期合格コース
1月開講 経験者完全合格コース
3月開講 初学者短期合格コース

【最終申込期限】 2023年4月30日まで

2. 追加申込割引

【対象者】
過去に資格の大原にて一般価格20,000円以上の商品を最後まで受講された方。
※複数商品の合計金額ではなく、商品単体で一般価格20,000円以上の受講が必要となります。

【制度内容（消費税込）】
一般価格または複数科目セット価格の3％OFF（100円未満切捨）でお申込みがで
きます。
※対象コース・受講形態等に制限はございません。

【対象期間】 通年
2. 大原受講生割引制度

◎１月開講 初学者短期合格コース

受講科目 一般価格 大原受講生割引価格
(3％off)

大学生協割引価格
(5％off)

継続割引価格
(5％off)

簿記論、財務諸表論、所得税法、
法人税法、相続税法 各168,000\ 各162,900\ 各159,600\ 各159,600\ 

消費税法 150,000\ 145,500\ 142,500\ 142,500\ 

国税徴収法、住民税、事業税、
固定資産税 各106,000\ 各102,800\ 各100,700\ 各100,700\ 

◎簿記知識習得コース

コース 一般価格 大原受講生割引価格
(3％off)

大学生協割引価格
(5％off)

３級商業簿記(全10回) 22,300\ 21,600\ 21,180\

税理士入門(注)(全７回) 10,000\ 9,700\ 9,500\

◎前期・後期申込み9月開講 初学者一発合格コース

受講科目 一般価格 大原受講生割引価格
(3％off)

大学生協割引価格
(5％off)

簿記論、財務諸表論
前期(9月〜12月) 各88,600\ 各85,900\ 各84,170\

後期(1月〜7月) 各155,300\ 各150,600\ 各147,530\

所得税法、法人税法、
相続税法

前期(9月〜12月) 各96,300\ 各93,400\ 各91,480\

後期(1月〜7月) 各168,500\ 各163,400\ 各160,070\

消費税法、国税徴収法
住民税、事業税、

固定資産税

前期(9月〜12月) 各61,400\ 各59,500\ 各58,330\

後期(1月〜7月) 各107,400\ 各104,100\ 各102,030\
※後期のお申込みは同科目・同コースの前期申込をされた方が対象となり、後期の講義は後期申込後から受講可能となります。

◎１月開講 経験者完全合格コース

受講科目 一般価格 大原受講生割引価格
(3％off)

大学生協割引価格
(5％off)

継続割引価格
(5％off)

簿記論、財務諸表論 各150,000\ 各145,500\ 各142,500\ 各142,500\

所得税法、法人税法、相続税法 各168,000\ 各162,900\ 各159,600\ 各159,600\ 

消費税法 106,000\ 102,800\ 100,700\ 100,700\ 

（注）入学金は不要です。
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通 学 講 座（教室通学・映像通学）

受 講 料（税込）
簿記・財表パック申込

複数科目セット申込

税理士講座　パック特典・割引等に関する注意事項

入学金 6,000\(税込)
※大原グループの講座（通学・通信）に初めてお申込みの方は、受講料の他
に入学金6,000円（税込）が必要です（入学金不要の記載がある講座を
除きます。）。お申込の際に旧受講証等を提示してください。

◆2科目以上の同時申込でお得！◆
複数科目申込時のご案内・注意事項1 割引制度のご案内・注意事項2

【割引内容（消費税込）】
2023年受験対策の右記【対象コース】を複数
科目セットとして2科目以上同時申込すると、
複数科目セット価格でお申込みができます。
※継続割引、大原受講生割引、大学生協等割引または
大原法人割引は併用可能です。それ以外の割引や
キャンペーンは併用できません。

※1月開講簿記・財表初学者短期合格パックと他科目
の同時申込は対象外となります。

※各金額は受講料一覧をご確認ください。

【対象コース】
1月開講 初学者短期合格コース
1月開講 経験者完全合格コース

【最終申込期限】 2023年7月31日まで

【対象者】
2022年受験対策において一般価格18,000円以上の税理士講座商品を最後まで
受講された方。
※複数商品の合計金額ではなく、商品単体で一般価格18,000円以上の受講が必要となります。

【制度内容（消費税込）】
2023年受験対策の右記【対象コース】を
一般価格または1月開講複数科目セット価
格の5%OFF（100円未満切捨）でお申込
みができます。
※資料通信は対象外となります。

【対象コース】
1月開講 初学者短期合格コース
1月開講 経験者完全合格コース

【対象期間】 2022年12月1日～2023年1月8日
1. 1月開講　複数科目セット 1. 継続割引制度

【特典内容（消費税込）】
2023年受験対策の右記【対象コース】を一般価
格の10%OFF（100円未満切捨）で追加受講で
きます。なお、追加の科目数に制限はありません。
※資料通信および分納は対象外となります。　※特典
をご利用になる場合は大原各校の受付窓口または郵送
でのみお申込みできます。大学生協・購買会等およびイ
ンターネットでのお申込みはできません。　※キャン
ペーン価格および割引制度との併用はできません。

【対象コース】
1月開講 初学者短期合格コース
1月開講 経験者完全合格コース
3月開講 初学者短期合格コース

【最終申込期限】 2023年4月30日まで

2. 追加申込割引

【対象者】
過去に資格の大原にて一般価格20,000円以上の商品を最後まで受講された方。
※複数商品の合計金額ではなく、商品単体で一般価格20,000円以上の受講が必要となります。

【制度内容（消費税込）】
一般価格または複数科目セット価格の3％OFF（100円未満切捨）でお申込みがで
きます。
※対象コース・受講形態等に制限はございません。

【対象期間】 通年
2. 大原受講生割引制度

パック名称 一般価格 大原受講生割引価格
(3％off)

大学生協割引価格
(5％off)

１月開講 簿記・財表初学者短期合格パック 281,000\ 272,500\ 266,950\

◎１月開講 初学者短期合格コース

受講科目 一般価格
(10％off)

大原受講生割引価格
(3％off)

大学生協割引価格
(5％off)

継続割引価格
(5％off)

簿記論、財務諸表論、所得税法、
法人税法、相続税法 各151,200\ 各146,600\ 各143,640\ 各143,600\

消費税法 135,000\ 130,900\ 128,250\ 128,200\

国税徴収法、住民税、事業税、
固定資産税 各95,400\ 各92,500\ 各90,630\ 各90,600\

◎１月開講 経験者完全合格コース

受講科目 一般価格
(10％off)

大原受講生割引価格
(3％off)

大学生協割引価格
(5％off)

継続割引価格
(5％off)

簿記論、財務諸表論 各135,000\ 各130,900\ 各128,250\ 各128,200\

所得税法、法人税法
相続税法 各151,200\ 各146,600\ 各143,640\ 各143,600\

消費税法 95,400\ 92,500\ 90,630\ 90,600\
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