
日商簿記３級・２級・１級日商簿記３級・２級・１級
WEB講座WEB講座

ネット試験・統一試験対応ネット試験・統一試験対応

福岡商工会議所×ネットスクール

講義はパソコン・スマートフォン
タブレット端末で受講可能！
講義はパソコン・スマートフォン

ライブ講義にオンラインで参加
ネットスクールのWEB講座

福岡商工会議所
優待価格

通常受講料金から

10％OFF
どこでも学べる、なんども学べる！
ネットスクールのWEB講座ネットスクールのWEB講座
インターネット環境と PCやモバイル端末があれば受講可能で
す。自宅や職場、休憩時間や通勤時間も学習時間に変わります。 
オンデマンド ( 録画 ) 配信の INPUT 講義とライブ ( 生 ) 配信講
義の効果的な組み合わせで合格に近づきます。

試験は統一試験・ネット試験・団体試験
直前対策講座は試験形式に合わせて学習可能！直前対策講座は試験形式に合わせて学習可能！
本試験形式は従来の 6月 11月 2月に実施の紙で解答する
「統一試験」と、随時受験可能な試験会場のパソコンで試験を
受ける「ネット試験」、受験者数が20名以上いらっしゃる場合、
団体試験の実施を希望する企業や教育機関等で試験実施がで
きる「団体試験」（紙で解答）があります。
ネットスクールWEB講座の直前答案練習は試験形式に合わ
せて学習が可能です！
※団体試験の実施につきましては福岡商工会議所までお問い合わせください。

※ネット試験対応直前答案練習は、パソコンでご受講いただけます。

わからないところはどんどん質問してください！
質問サポートも充実！質問サポートも充実！
受講生専用 SNS【学び舎】のQ&A掲示板にて、今までにいただいたご
質問の閲覧と新規の質問ができます。また、電話・メールでもご質問いた
だけます。

下位級の復習もバッチリ！
「倍速再生」「下位級講義配信」で復習もバッチリ！「倍速再生」「下位級講義配信」で復習もバッチリ！
オンデマンド講義は 1.5 倍速・2倍速再生が可能 !
もう一度講義を見直したい ! お昼休みに少しでも学習したいなどの場合、パソコン・スマートフォン・
タブレット端末で倍速再生で講義がご覧いただけます。また、２級統一試験向け標準コース・１級標
準・速修コースをご受講の場合は、復習用として下位級の基本講義 INPUT講義（１級の場合は２級）
を無料配信いたします。不安な箇所は前の級に戻っての復習も可能です。

福岡商工会議所×ネットスクール

１．お申込みは下記の２通りからお選び下さい。支払方法をご案内いたします。
　①WEBからのお申込み
　　福岡商工会議所のホームページへアクセスし、お申込み手続きを行ってください。
　　お申し込みページ：https://www.fukunet.or.jp/license/relevance/test_measures/
　② FAXでのお申込み
　　下記申込書に必要事項をご記入いただき、FAXにてお送りください。
　　送信先：福岡商工会議所 検定・企業研修グループ，FAX 092-414-6206
　　※お申込みのコース詳細・試験月につきましては、ネットスクールホームページをご確認の上、ご記入ください。
　　https://www.net-school.co.jp/web-school/nis/
２．入金確認後に教材をネットスクールより発送。あわせて、お申込書に記載していただいたメールアドレスへ受講方法の
　　ご案内をお送りいたします。
　　※携帯電話メールアドレス・Yahooメール・Gmail をご利用の場合は、下記ドメインからお送りするメールを受信できる
　　　よう設定変更をお願いいたします。送信ドメイン：@net-school.co.jp
３．メールに記載されている受講ガイダンスブックをご確認の上、講義システムのログイン確認を行ってください。
４．開講から本試験までの受講の流れや学習方法については、講義配信システムにログインをしていただき、配信されて
　　いる【開講オリエンテーション】にてご案内をいたします。
　　※詳しい受講方法・質問方法等は受講ガイダンスブックをご確認ください。

お申込みから受講までの流れ

日商簿記対策講座　WEB講座申込書

※欄は必ずご記入ください。
※お申込みコースの試験月はネットスクールホームぺージにてご確認の上、お申込みください。
ご記入いただいた情報は、商工会議所、およびネットスクールからの各種連絡、情報提供のために利用するほか、調査・分析に利用することがあります。

※フリガナ 年齢   歳

※氏名

※住所

〒

※ＴＥＬ ＦＡＸ

学校名・勤務先

※ E-MAIL

※支払方法 1. コンビニエンス支払 ２．郵便振替 ３．クレジットカード

【お問合せ先】
〇お申込みに関するお問合せ先
福岡商工会議所　検定・企業研修グループ　TEL：092-441-2189，FAX：092-414-6206
URL：https://www.fukunet.or.jp/license/relevance/test_measures/

〇講義内容・申込コースに関するお問合せ先
ネットスクール株式会社　TEL：0120-979-919
URL：https://www.net-school.co.jp/web-school/nis/

※申込講座
「申込」欄に〇を
付けてください

コース名 受験予定月 開講月 申込 コース名 受験予定月 申込

1級
標準コース

2023年  6 月 7月
2級

標準コース 2022年  11 月

2023年 11 月 12月 速修コース （　　　　）月

速修コース 2022年  11 月 7月
3級

標準コース 2022年  11 月
※ 2級・3級速修コースをお申込みの方は、受験予定月をご記入ください。
 　11月に受験をご予定の場合は標準コースをご受講ください。 速修コース （　　　　）月

＜ FAX 送信先：092-414-6206 ＞



３３級級 日商簿記３級合格対策WEB講座
▼日商簿記３級 標準コース（日商３級初学者向け）

簿記初学者向

講座 回数 形式 使用数材
基本講義
INPUT 9 回 オンデマンド

とおるテキスト 3 級
とおるトレーニング 3 級基本講義

OUTPUT 3 回 生
（オンデマンド）

解き方講義 ３回 オンデマンド 過去問題集３級

直前答練 ４回 オンデマンド 模擬試験問題集３級

桑原サロン 毎月
1回

生
（オンデマンド） －

標準コースの基本講義はあらかじめ配信されている INPUT 講義（オンデマンド（録画講義））で基本講義を事前に学習して頂きます !
OUTPUT 講義では問題対策を行いながら知識を定着させ、基礎を学習しながらにして本試験レベルの問題を解答できるようにしていきます。

▼日商簿記２級 標準コース（日商２級初学者向け）

講座 回数 形式 使用数材
基本講義
INPUT

工11回
商14 回 オンデマンド とおるテキスト２級

とおるトレーニング２級
（商業簿記 /工業簿記）基本講義

OUTPUT
工  2 回
商  2 回

生
（オンデマンド）

解き方講義 5回 オンデマンド 過去問題集２級

直前答練 4回 オンデマンド 模擬試験問題集２級

桑原サロン 毎月
1回

生
（オンデマンド） －

標準コースの基本講義はあらかじめ配信されている INPUT 講義（オンデマンド（録画講義））で基本講義を事前に学習して頂きます !
OUTPUT 講義では問題対策を行いながら知識を定着させ、基礎を学習しながらにして本試験レベルの問題を解答できるようにしていきます。
また、復習用として日商簿記３級の基本講義 INPUT 講義が本試験前日までご視聴いただけます。

２２級級 日商簿記２級合格対策WEB講座

特典：日商簿記３級　基本講義 INPUT 講義

詳しいコースの詳細は　ネットスクールホームぺージをご確認ください。

https://www.net-school.co.jp/web-school/nis/

7月 8月 9月 10月 11月

INPUT 講義

解き方講義

桑原サロン

開

講

本
試
験

OUTPUT 講義

基本講義

直前答練

INPUT 講義

解き方講義

桑原サロン

開

講

本
試
験

OUTPUT 講義

基本講義

直前答練

▼日商簿記３級速修コース（毎月開講）－受講期間２ヶ月－
ネット試験対応講座３３級・級・２２級級

▼日商簿記２級速修コース（毎月開講）－受講期間３ヶ月－

受験月は自分で選べる

合格まで安心制度：お申込みいただいた受講期間を過ぎて継続して学習をしたい場合は1ヶ月単位
で受講期間延長が可能です。（有料）

日商簿記３級・2級ネット試験について
2020年 12月から日商簿記検定試験３級・2級のネット試験
が開始となりました。テストセンターにて毎日試験が受験頂け
ます。学習進捗に合わせて試験日をご選択いただくことも可能
です。
ネット試験ではパソコンの画面上に問題が表示され、画面の解
答欄へ解答をしていく試験です。また、従来の紙で解答する試
験は2・6・11月に統一試験として開催されますが、試験出題
範囲・難易度は同一です。
統一試験対策講座の直前答練は ” 紙 ” での試験対策をおこない、
ネット試験対策講座の直前答練は ”パソコン ” の画面上で解答し
ていただく方法で試験対策を行います。

INPUT 講義
基本講義

解き方講義

桑原サロン

直前答練

1ヶ月目 2ヶ月目

開

講

本
試
験

1ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目

INPUT 講義
基本講義

解き方講義

桑原サロン

直前答練

開

講

本
試
験

級 受験予定月 申込み開始 受講期間

3級

7月向け 5月下旬より 7月末まで
8月向け 6月下旬より  8月末まで
9月向け 7月下旬より  9月末まで
10月向け 8月下旬より  10月末まで
11月向け 標準コース

2級

7月向け 4月下旬より 7月末まで
8月向け 5月下旬より  8月末まで
9月向け 6月下旬より  9月末まで
10月向け 7月下旬より  10月末まで
11月向け 標準コース

申込みスケジュール

お申込みのタイミングにより試験月が異なります。
上記をご確認の上、お申込みください。

受講申込：2022年 10月 14日（金）まで

受講申込：2022年 9月22日（木）まで

（受験予定：2022 年11月）

（受験予定月：2022 年11月）

受講料金一覧受講料金一覧

統一試験向け　コース名 通常受講料金 割引受講料金 ネット試験向け　コース名 通常受講料金 割引受講料金

日商簿記１級　標準コース 124,000 111,000 日商簿記２級　速修コース 33,000 29,000

日商簿記１級　速修コース 103,000 92,000 日商簿記３級　速修コース 9,000 8,000

日商簿記２級　標準コース 41,000 36,000

日商簿記３級　標準コース 11,000 9,000

※上記は消費税・教材費込みの金額です。割引受講料金をご覧ください。
※一度お申込みいただいた受講料はいかなる理由があってもご返却いたしかねますのでご了承ください。

商工会議所提携で、通常料金より10％割引の受講料金に！

講座 回数 形式 使用数材

基礎・応用講義
インプット講義 56 回 オンデマンド とおるテキスト１級（全4冊）

とおるトレーニング１級
（全4冊）基礎・応用講義

アウトプット講義 28 回 生
（オンデマンド）

中間模試 １回 生
（オンデマンド）オリジナルレジュメ

解き方講義 10 回 オンデマンド 日商簿記１級
過去問題集

直前答練 10 回 オンデマンド 日商簿記１級完全予想模試
＋別途送付答練各１回分

とおる模試 1回 生
（オンデマンド）別途送付（模試）

下記の内容は2017年 05月現在のものです。
最新情報は当社ホームページでご確認下さい。
下記の内容は2017年 05月現在のものです。
最新情報は当社ホームページでご確認下さい。１１級級 日商簿記１級合格対策WEB講座（受験予定月：2022年 11月・2023年 6月・11月）

・標準コースと速修コースの違いは受講期間の長さです。学習頂ける内容は同一となります。

1級講座の基本講義はインプット・アウトプットに分かれて学習 !! インプットはあらかじめ配信されているオンデマンド（録画講義）で事前に学習して頂きます ! アウ
トプットでは生講義で問題対策を行いながら知識を定着させ、基礎を学習しながらにして本試験レベルの問題を解答できるようにしていきます。

▼日商簿記1級速修コース（約半年コース）（開講月：7月）
6月 7月 8月 9月 10月 11月

特典：日商簿記２級　基本講義 INPUT 講義

INPUT 講義

解き方講義

直前答練
中
間
模
試

OUTPUT 講義

基礎・応用講義（商簿・会計）

と
お
る
模
試

INPUT 講義

OUTPUT 講義

基礎・応用講義（工簿・原計）開

講

▼日商簿記1級標準コース（約１年コース）（開講月：7月）
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

INPUT 講義

OUTPUT 講義

基礎・応用講義（商簿・会計）
INPUT 講義

OUTPUT 講義

基礎・応用講義（工簿・原計）

本
試
験

開

講

特典：日商簿記２級　基本講義 INPUT 講義

直前答練

・7月開講標準コースは工業簿記 /原価計算から学習し、12月から商業簿記 /会計学の学習を開始するコースです。

オンデマンド
で復習

本
試
験

解き方講義

中
間
模
試

と
お
る
模
試

　受講申込：2022年 10月上旬まで

7月 8月 9月 10月 11月

▼日商簿記1級標準コース（約１年コース）（開講月：12月・3月）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

特典：日商簿記２級　基本講義 INPUT 講義

INPUT 講義

OUTPUT 講義

基礎・応用講義（商簿・会計）
INPUT 講義

OUTPUT 講義

基礎・応用講義（工簿・原計）

本
試
験

開

講

直前答練INPUT 講義

OUTPUT 講義

基礎・応用講義（工簿・原計）

・12月開講標準コースは工業簿記 /原価計算から学習し、3月から商業簿記 /会計学の学習を開始、
　７月から再度工業簿記 /原価計算を学習いただけます。
・３月開講標準コースは３月から商業簿記 /会計学を学習し、７月から工業簿記 /原価計算の学習を開始するコースです。

解き方講義

中
間
模
試

と
お
る
模
試

　受講申込：2022年 10月上旬まで

　受講申込：10月から申込み開始


