新バージョン・ネット学習 だから , この ‘ 料金 ’

Newton TLTソフト

カンタン、べんり、たのしい！

5 月より教材内容や過去問解説付５年分
も PDF でダウンロード、プリントア
（中国語、
日商簿記を除く）
ウトできます。

縮小表示されている時は「Escキー」を押してください

宅建 なら 2,800 円で！

いまから 5 月３１日までの２ヶ月間余の利用料です。引続き 1 ヶ月（２１００円）、３ヶ月（４８００円）、6 ヶ月（６９００円）のうち、ご希望の期間延長で前の続きからそのまま学習できます。
毎日 2 時間の学習なら、最安 2,800 円で全学習を終了できます。1 日平均 1 時間の計画なら引き続き１か月または 3ヶ月間、延長されればしっかり終了できます。 教材、しくみ等すべて合格保証版とまったく同じソフトです。

行政書士→ 3,700 円、司法書士→ 4,900 円で

料金はすべて税込み

いよいよ 今日から、限定で受付を開始します
受講生の方に快適なサービスをご提供するため・宅建→ 1500 名、行政書士→７00 名、司法書士→ 500 名、日商簿記→１700 名、中国語 CD-ROM → 45 名

新料金サービスのしくみはこうです。 実績と信頼の TLT ソフトは、いま全面的に新バージョン・ネット学習 に移行したことにより、製造、流通経費等の削減で驚異的な低料金を実現しました。宅建なら、
初学者で 90 時間、受験経験者なら 30 時間ほどで終了できます。まったくの初学者でも、いますぐスタートして、1 日 2 時間本気で頑張れば 2,800 円のみで終了できます。Newton のネット学習・TLT
ソフトは、圧倒的に便利で驚くほど勉強が楽しいのです。５月３１日までに終了できなかった場合、引き続きご希望の期間を延長をすることによって、合格への全計画を最短期間で完了できます。
速い人ほど低料金で済むしくみです。期間延長は何度でもできます。 そして司法書士のように数年かかる試験対策の場合、TLT ソフトでの有効性が自分に合っているかどうかが大きな問題になります。
これも最初の期限での実際の学習を通じて、悔いのない判断ができます。その結果、TLT・ネット学習に決めることができれば、思ってもみない効率的な学習と低料金で、合格に邁進できます。

最短 最速で合格 を実現 ！ → なぜ？   TLTソフトでのスピードアップ学習だから
誰でも１００％習得（丸暗記）するための ムダのない パソコン最適トレーニング

TLT の名称は、Testing の T、Learning の L、Training の T の頭文字です。 たとえば宅建民法について、もっとも効果的に習熟するため

の方法を考えてみましょう。「宅建に必要な民法 256 項目」の習熟で盤石です。初学者もいれば、受験経験者もいます。あなたが最短・最速の受験対策学
習ができるように TLT ソフトでは、Testing で間違えたり時間切れになった項目を「未習ファイル」に振り分けます。

「未習ファイル」に 振り分けられた事項や問題こそ、合格へと最速 で導く「あなた専用の必須項目」 →こんな機能が欲しかった！

短時間での達成感を実現するため、1 科目を２０のスモールステップに分けて習熟していきます。Testing は１ステップで１０項目単位で進みます。
Testing モードは数分で終わり、ついで Learning モードにはいります。未習に選別された項目が 7 項目なら、この 7 項目だけを１つずつよくわかる
ようにやさしく、マスターできるまで繰り返し学習します。こうして Learning を終えたところで、どのように出題されても即正答できるように訓練す
るため Training モードに入ります。出題順位をシャッフルしたり、さまざまな方法で全項目を繰り返しトレーニングするのです。
繰り返しトレーニングするうち、これらの項目は完全に習熟できたと TLT ソフトの「習熟度・管理機能」が認定すると、そのステップの Training
が終了します。これらの項目は、
あとで集中的に再復習用として「再未習ファイル」を作り、
そこでも習熟完了すれば「習熟完了番号」が表示されます。
こうして TLT の各モードすべてが終了したとき、試験には「全問正答の得点力」が自然に「身につくしくみ」になっています。
宅建の合格点突破に必要な「法令等項目」は１３００項目。初学者は、
Testing で「未習ファイル」に振り分けられるのは１０００項目くらいあります。
１ステップの習熟時間は標準
「８分」
。行政書士や司法書士、
その他の科目も TLT のしくみは同じです。科目によってステップの所要時間は異なります。

宅建合格 への習熟時間は、はじめての方で ７０〜９０時間、 受験経験者なら３０〜５０時間

法令等１３００項目 ×１分＝１３００分です。時間にして２２時間です。実質１０００項目くらいですから 1000 分前後。１７時間くらいが標準です。
問題数３３１８題 ×１分＝３３１８分、時間にして５６時間です。初めての方で７０〜１００時間で合格点突破の習熟ができてしまいます。
また各科目とも、短時間で区切りよく、達成感を実感しながら受験対策を全うするために、全科目合計４５０のスモールステップに分けて習熟します。
１ステップの習熟時間に、ゆっくり１０〜１５分かけても、１日に５ステップの計画なら、1 日１時間です。月間２０日の学習で４〜５ヶ月で完了です。

本試験 必勝対策として、 科目ごとに 「合格点到達度」 を知るための「確認テスト」をネットでサービス →合格の決め手

宅建は 5 科目で、5 月 10 日からサービス開始。 どの科目も 5 回まで受けることができます。利用料に含まれています。（除く中国語、日商簿記）
いつでも、
どこででも受験できるネットを通じての得点力を自己確認できるサービスです。宅建の場合、
「TLT ソフトで習熟」したものからのみの出題で、

四肢択一式で 1 科目で全２０問の出題です。満点のみ、合格点突破の 「確認番号」 が表示されます。その科目はゆうに合格点突破です。

！

★直前確認、 本試験での 「合格点到達・確認」 の認定試験サービス → これで合格を確信

完全習熟した問題とまったく同じ問題で構成されています。９０％以上の得点で合格点到達・認定番号が表示されます。ただし司法書士、行政書士は、まったく同じ問
題が８０％。応用問題が１０％、難問題が１０％の割合です。 本試験と同じ問題形式、問題数、問題配分、制限時間で実施します。
この番号は受験者固有の番号です。また、これらのテストサービスはそれぞれ５回までチャレンジできます。

こうして「合格点到達・認定番号」が取得できた方は、本試験でアクシデントでもない限り、念願の国家資格を取得されることと確信しています。

★受験経験者とは、試験科目についてほとんどの知識がある方。実戦総問演習で徹底的にトレーニングし、一気に合格点を超える正答率を実現する受験経験者用 TLT ソフトが学習の中心です。自信のない科目や項目の見直しのため初学者からの全ソフトも常時利用できます。

2,800 円で

宅建

初学者 ８０~1００時間

受験経験者 30~50 時間

確認試験サービス

本試験期日
出題形式
合格の目安
その他

民法入門（初学者のみ） 宅建民法１ 宅建民法２ 宅地建物取引業法 建築基準法等
全科目過去問題の総演習。
全１３００項目、関連問題演習数→３３１８問。以上 TLT ソフトで習熟する全学習。
４５０ステップ

その他法令

１ステップの習熟時間は初学者で平均１０分くらい。法律既習者は５分程度。

初学者→７８時間＋宅建民法入門１５時間、 受験経験者および法学部出身者等→３０〜５０時間
5月より科目別に合格点到達の確認テスト。９月より合格点到達・総合確認テスト。各５回受験可。無料
科目別・合格点到達の確認テスト全科目で「満点」
、かつ、合格点到達・総合確認テストで９０％上の
正答率で、
「合格点到達・認定番号」を取得。

例年１０月の第３日曜日。１２０分。出題形式→４択方式、全５０問出題。
全５０問出題。全問４肢択一式（設問に対して４つのうち正解となるものを一つ選ぶ試験）
出題 50 問中、３５問以上の正答。年度や出題内容によって 33 問〜３６問くらいの幅があります。
演習する過去問題は平成 16 年度〜 22 年度の全問。

4,900 円で

法改正情報はネットで随時お知らせします。

司法書士

時間

料金・5 月３１日まで。延長料金１ヶ月→ 4,800 円 , 3 ヶ月→ 12,000 円、6 ヶ月→ 21,900 円

料金・5 月３１日まで。延長料金１ヶ月→ 2,100 円、3 ヶ月→ 4,800 円、6 ヶ月→ 6,900 円

学習科目
その他演習
法令等項目数
ステップ総数
総学習時間
ネットテスト
合格点到達

初学者４2０~450
3,700 円で 行政書士 受験経験者
6０~100 時間

初学者 1000~1400 時間
受験経験者 120~200 時間

学習科目
その他演習
法令等項目数
ステップ総数
総学習時間
ネットテスト
合格点到達
確認試験サービス

本試験
出題形式
合格の条件
その他

基礎法学、民法１〜 4 、憲法、行政法、地方自治法、商法、会社法、政経社、情報通信等
全科目過去問題の総問題演習、記述式問題集中演習。
全 1982 項目、関連問題演習数→ 4429 問。以上 TLT ソフトで習熟する全学習数。
527 ステップ

１ステップの習熟時間は初学者で平均１０分くらい。法律既習者は５分程度。

初学者→ 420 時間 , 受験経験者および法学部出身者等→６０〜１５０時間。
８月より科目別に合格点到達の確認テスト各５回受験可。９月より合格点到達・総合確認テスト５回受験可。無料
科目別・合格点到達の確認テスト全科目で「満点」
、かつ、合格点到達・総合確認テストで８５％上の
正答率で、
「合格点到達・認定番号」を取得。
１１月１３日（日）予定。１８０分。
全６０問出題。法令から５肢択一で４０問、多肢選択が 3 問、記述が３問、一般知識から５肢択一で１４問。
法令科目４６問２２４点中１２２点以上、一般知識科目５６点中２４点以上で、全体で１８０点以上が合格者。
演習する過去問題は平成 12 年度〜 22 年度の全問
（除く国語）
。法改正情報はネットで随時お知らせ。

最後の CD-ROM，限定 45 名 。
WindowsXP 専用です。

初学者３00 ~ ５０0 時間

中国語

ゼロからはじめて

ビジネスレベルに

料金・5 月３１日まで。延長料金１ヶ月→ 7,500 円、3 ヶ月→ 21,000 円、6 ヶ月→ 38,900 円

CD-ROM 一式→ 19,500 円（初学者から学べる中国語 3 級受験用）

午前部科目 憲法、民法総則、物権、担保物権、債権、親族相続、刑法、商法、会社法、
午後部科目 民訴、民執、民事保全、司法書士法、供託法、不動産登記法、同記述式、商業登記法、同記述式
法令等項目数 全７１２０項目、関連問題演習数→１５３００問。以上 TLT ソフトで習熟する全学習。
ステップ総数 １５８６ステップ １ステップの習熟時間は初学者で平均４５分。受験経験者は不安な科目のみ習熟。
総学習時間 初学者→１２００時間、 受験経験者は全項目の「総問１５３００問演習」集中、なので→ 170 時間
ネットテスト 毎年 3 月より科目別に合格点到達の確認テスト。同５月より合格点到達・総合確認テスト。各５回受験可。無料
、かつ、合格点到達・総合確認テストで９０％上の
合格点到達 科目別・合格点到達の確認テスト全科目で「満点」

中国語検定 3 級対応、
いま中国語 3 級取得者が大不足。初学者でも勉強方法はカンタン。TLT ソフトだからです。

確認試験サービス

本試験期日
出題形式
合格の目安
その他

正答率で、
「合格点到達・認定番号」を取得。

例年・７月の第 1 日曜日。午前部 120 分、午後部 180 分。
全 72 問出題・２８０点満点。５肢択一・午前部３５問、午後部 35 問（１問３点）。記述式・午後部で 2 問（計７０点）。
前回の例２８０点満点中２１２，
５点以上。ただし基準点として午前部８１点上、午後部７５点上、記述式３７，
５点上が条件。
演習する過去問題は平成 13 年度〜 22 年度の全問法改正対応。法改正情報は随時お知らせ。

お申し込みからネット学習の開始と学習の進め方。

１．インターネットで右の URL にアクセスしてお申し込みください。
２．ID, パスワード、カンタンな使用説明書を宅配便でお届けします。
３．インターネットで NewtonTLT のログイン画面に入り ID, パスワード
を入力してください。あとは画面の流れに従って進めてください。
４．どのコースのどの科目も原則 20 ステップで構成しています。
５．
１ステップの完全習熟に要する標準学習時間を表示しています。
６．どのコースも、どの科目からでも学習できるように全科目学習可能です。
７．各ステップを習熟すると、つぎのステップに進むことができます。
８．初回の体験から、
「合格への学習計画」を立て、合格に邁進してください。

ソフトは Windows XP のみに対応しています。申し込まれると中国語講座の CD-ROM をお届けします。インスト
ールして，さっそく始めてください。単語や文章はすべて音声リード。聴く耳と話す能力が同時に身につく学習法。
速い人で 300 時間。ゆっくりやって 500 時間。1 年後には，人生が大きく変わっているかも知れません！

3 級 ,２級セット 日商簿記

3 級 50~80 時間
２級 80~120 時間

３級２級 / セットでの利用可

セット料金・5 月３１日まで→ 2,800 円。延長料金１ヶ月→ 1,800 円、3 ヶ月→ 4,800 円、6 ヶ月→ 6,900 円

ゼロからスタートしてラクラク 60 時間 簿記は、英語や IT と同様、今やビジネスに必須。3 級は毎回約１１万人が受
験します。知識ゼロの高校生でも 60 時間で合格圏の力が身につく、なるほどやさしいネット学習です。2 級は、3 級取
得者なら合格まで 100 時間。本教材は簡単にマスターできるよう必須知識に絞ってネット学習により最短・最速で合格を
確かなものにします。たった 2800 円で 3 級と 2 級がセットで使えますから、2 級受験者は 3 級を復習に、初学者は一気に 2 級取得へ！

必ずアドレス欄に、全 URL を 省略しないで 入力してください。

代理店:KJライセンスネット
www
.newton-jp.com/e

オフィシャルページは「Newton オフィシャル 」で 検索
受付ますが、電話でのお申込みは混み合いが予想されます。

お申込み受付:www.kjl-net.com
03-5352-7763

Newton
全国 250 の拠点代理店でも受付をしています。

〒 151 ー 0053 東京都渋谷区代々木 2-1-1 新宿マインズタワー 20 Ｆ

インターネットからのお申込みをお勧めします。 電話では混み合いが予想されます。

・ID, パスワード、カンタンな使用説明書を宅配便でお届けします。
・お支払いは、お申し込み TLT ソフトの利用料金（中国語は CD-ROM 代 ) と送料 600 円
を、例えば宅建なら 3400 円を宅配員に現金またはクレジットカードでお支払いください。
・ご利用有効期限は、2011 年 5 月 31 日までです。（中国語を除く）
・ 期限の延長は、初回送付のご案内の通り、5 月 20 日までに、｢1 ヶ月 ｣｢3 ヶ月 ｣｢6 ヶ月 ｣ の
何れかを選んでお申出の上、その後お届けする延長料金払込書でコンビニからお支払下さい。
・ 期限までに、延長料金のご入金が確認できない場合、以降のご利用はできなくなります。
・クーリングオフ お受取り後 10 日以内であれば、学習中でも解約ができます。
お支払いになった代金（除く初回送料分）の返金は、
同封の解約届の方法にしたがってインター
ネットでお申し出ください。ご返金は 3 週間程度です。

