頻出 check 全科目対策 【教室対面式】

頻出 check 必修対策 【教室対面式】

札幌校

12/26（月）・27（火）・28（水）・29（木）

札幌校

1/14（土）・15（日）

旭川校

12/25（日）・26（火）・27（水）・28（木）

旭川校

1/9（月）

帯広会場

1/5（木）・6（金）・7（土）・8（日）

函館会場

1/5（木）・6（金）・7（土）・8（日）

申込締切日：札幌校 1/11（水） 旭川校：1/6（金）
★時

申込締切日：札幌校 12/23（金）、旭川校 12/22（木）、

間

★受 講 料

帯広会場・函館会場：12/28（水）
★時

間

9：30～12：30、13：30～16：30
札幌校：14,000 円（割引価格 13,000 円）
旭川校：7,000 円（割引価格 6,500 円）

9：30～12：30、13：30～16：30

★教 材 費

2,700 円［オープンセサミ①・⑤］

★受 講 料

28,000 円（割引価格 26,000 円）

★講義時間数

札幌校：12 時間、旭川校：6 時間

★教 材 費

7,000 円［オープンセサミ①～⑤］

★講義時間数

24 時間［6 時間×4 日］

帯広会場、函館会場、釧路会場は会場が決まり次第、
札幌校 HP でご案内いたします。

予想問題チャレンジ 【教室対面式】

冬期講習会

札幌校

1/29（日）・2/5（日）

各種専門学校（北海道内では北海道立旭川高等看護学院）を

旭川校

1/28（土）・1/29（日）

意識した、記述対策がメインの問題演習を行います。

釧路会場

1/28（土）・1/29（日）

札幌校

申込締切日：札幌校 1/22（日） 釧路会場・旭川校：1/21（土）

12/10（土）・11（日）
申込締切日：12/8（金）

※問題冊子を郵送致しますので、事前に問題を解いた上で講義にご参加ください。

★時

★時

間

9：30～12：30、13：30～16：30

間

9：30～12：30、13：30～16：30

★受 講 料

１４,000 円（割引価格１３,000 円）

★受 講 料

15,000 円（割引価格 14,000 円）

★教 材 費

４,３00 円［オープンセサミ②④⑤］

★教 材 費

7,000 円［オープンセサミ①～⑤］

★講義時間数

１２時間［6 時間×２日］

★講義時間数

12 時間［6 時間×2 日］

ザ・ファイナル 【札幌校教室対面式】
【札幌校】

2/9（木）

9：30～11：30

ザ・ファイナル 【旭川校教室対面式】

2/10（金）

2/11（土）

在宅老年

必修

【旭川校】

2/5（日）
申込締切日：2/2（木）

12：15～14：15

基礎看護

小児母性

★時

14：30～16：30

社会保障

人体疾病

★受 講 料

8,000 円（割引価格 7,000 円）

★教 材 費

無料

★講義時間数

4 時間

申込締切日：2/6（月）
★科

目

「基礎看護」「社会保障」「在宅老年」「小児母性」
「人体疾病」「必修」

★受講料

1 科目各 4,000 円（割引価格各 3,500 円）

★教材費

無料

★講義時間数

1 科目各 2 時間

間

9：30～11：30、12：15～14：15

～教材について～
既に、今年度版のオープンセサミをお持ちの方は、別途購入の必要
はございません。使用教材を良くご確認の上、お申込みください。

オンライン講座のご案内、割引価格の説明や講座申込方法は裏面をご覧ください。

この講座はオンラインで実施します。教室対面式ではございませんのでご注意ください。

第 3 回全国公開模試 解説講座 【オンライン】
札幌校から配信

ザ・ファイナル 【オンライン】

1/24（火）・25（水）

2/9（木）

申込締切日：1/17（火）

9：30～11：30

2/10（金）

2/11（土）

小児母性

必修

★受 講 料

14,000 円（割引価格 13,000 円）

12：15～14：15

人体疾病

在宅老年

★教 材 費

7,000 円［オープンセサミ①～⑤］

14：30～16：30

基礎看護

社会保障

※テキストは事前に郵送致します。

総合対策

申込締切日：2/2（木）

※オープンセサミの他、「第 3 回全国模試解答解説

★受講料

「基礎看護」「社会保障」「在宅老年」「小児母性」「人体疾病」「必修」

冊子」を使用しますので、同名称の模擬試験のお

上記 5 科目：1 科目各 4,000 円（割引価格各 3,500 円）

申込みが別途必要です。

「総合対策」：8,000 円（割引価格 7,000 円）

★講義時間数

12 時間［6 時間×2 日］

★教材費

無料 ※テキストは事前に郵送致します。

★講義時間数

1 科目 2 時間（総合対策のみ 4 時間）

◆割引価格とは
北海道内で学内講座（＝東京アカデミーの講師が学校に出向き行う講座）を受講いただいている方向けの特別価格です。対象になるかどうかは、各専門学
校様・大学様の先生にご案内しております。
学内講座を受講していなくても、10 名様以上で団体申請をしていただけると割引価格を適用いたします。受講する講座が異なっても問題ございません。団
体でお申込みされる場合は、札幌校、旭川校いずれかに名簿をお送りください。団体申請の名簿を受理しましたら、こちらから改めてご連絡させていただき
ます。
札幌校アドレス：sapporo@tokyo-ac.co.jp 旭川校：asahikawa@tokyo-ac.co.jp
☆団体申請は、講座定員の余席を確保するものではございません。申請受理後、お申込みまでの間に定員締切となってしまう可能性もございます。お早目
にお手続きください。
☆割引価格でお申込みいただけるにも関わらず通常の価格でお支払いしてしまった場合、差額の返金はいたしませんのでご注意ください。

◆講座申込方法 下記申込方法・注意事項を必ずお読みの上、お申込みください。
弊社ホームページ「講座申込」よりお手続きください。
1URL1 ｗｗｗ．tokyo-ac.jp
【希望講座】ご希望の試験
【希望校舎】受講校舎を選択
スマホの方は
コチラから→

お支払い方法のご案内

お申込み後、受付完了メールを自動送信します。

※オンライン講座は全て札幌校を選択

【分
類】短期（Zoom 講座を含む）を選択
［申込可能講座検索］をクリック/タップ

※はじめてのお申込みの際は会員登録（無料）が必要となります。
※ドメイン指定受信拒否をされている場合には、弊社からのメール
（tokyo-ac.co.jp）が受信できるようにあらかじめ設定をお願いし
ます。

＊期日以内にご決済・お支払いのない場合、お申込みは自動キャンセルとなりますのでご注意ください。
＊申込締切日を良くご確認の上、お申込みください。

◆クレジットカード決済
◆コンビニ決済
お申込み後、5 日以内に下記のコンビニでご決済ください。
・セブンイレブン ・ミニストップ ・ローソン ・セイコーマート

・ファミリーマート

・デイリーヤマザキ

※お申込み手続き後やむを得ず解約を希望される場合は、下記記載の解約規定をご参照ください。または弊社ホームページ（www.tokyo-ac.jp）内の「特定商取引法による表示」
からもご覧いただけます。

◆オンラインコース受講上の注意
★本講座はオンライン生配信講義（Zoom 使用）となり、お申込者ご本人様のみがご視聴いただけます。
★Zoom の視聴環境につきましては必ずご自身で確認をお願いいたします。
★講義参加時はカメラは ON、マイクは OFF（ミュート）、参加者名を会員マイページログインＩＤ（※ＺｏｏｍミーティングＩＤではございません）に設定してくだ
さい。
★講義参加用の詳細（ＺｏｏｍＵＲｌ、パスコード等）は事前にご登録のメールアドレスにお知らせいたします。講義 3 日前になってもメールが届かない場合はお
申込みされた校舎までお問合せください。
★2 つ以上のデバイス（PC、タブレット、スマートフォン等）からの講義参加は不可とさせていただきます。
★オンライン講義のＵＲＬ（ミーティングＩＤ/パスコード）のネット上での公開または他の方との共有、講義の録画、録音、配布資料の共有は禁止しております。

◆お申込み注意事項
★手続き完了後は受講コースの変更ができませんので、予めご了承ください。変更をご希望の場合は、一度お申込み済みのコースを解約していただき、改め
てご希望のコースにお申込ください。解約の際は下記の規定をご確認ください。
■講座解約についての規定
申込手続き完了後に解約を希望される場合は、講座開講前、開講後にかかわらず弊社申請フォームにて解約を申請してください。弊社の債務不履行に基づく
契約の解除、解約、定員締切の場合を除き、消費者契約法に基づく弊社の解約規定に従い、次の①または②の金額を控除して返金いたします。また、弊社から
の返金は原則として金融機関への振込にて行い、振込手数料をご負担いただきます。お申込み決済時にクレジットカードをご利用された場合、返金は解約申
請月以降のクレジットカード利用申請を減額する形となる場合がございます。
《解約規定》
①講座開講前の解約：解約手数料として受講料の 10％を控除した金額を返金いたします。
②講座開講後の解約：消化受講料の全額と解約手数料として、未消化受講料の 30％を控除した金額を返金いたします。
※教材を既にお受け取りになっている場合はご返却ください。ご返却に関わる送料はご負担いただきます。なお、使用状況によっては実費を申し受けます。
※①②について、消化受講料、未消化受講料は、解約申請受理日の翌日以降を基準に原則としてコマ割りにて計算いたします。
※講座実施後は実際の受講の有無にかかわらず、解約申請受理日以前の講座については「受講済」といたします。

