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第１．司法試験合格を目指すうえで大事なこと 

 

司法試験において、最も競争が激しいのが論文試験です。 

 

司法試験では「論理的思考力」が大事であることを言われることがありますが、実際のと

ころ、論理的思考力といった高い次元のところで合否が決まることは殆どありません（勿

論、１～２桁台の上位合格を目指す上では、論理的思考力もそれなりに重要になってきま

す）。 

  

論文試験においては、論理的思考力よりも、次の４つのことが大事です。 

 

①大量の情報を記憶する記憶力 

②問題文から出題者のニーズを読み取る読解力 

③記憶したこと・その場で考えたことを分かりやすく簡潔に表現する文章力 

④試験対策として割り切り学問的正確性や論理の繋がりを過度に追求しない素直さ・器

用さ 
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第２．司法試験対策として予備校を利用する必要性 

 

まず、司法試験に限らず、国家試験対策にはなるべく予備校を利用したほうが良いです。試

験にはそれぞれ、当該試験特有の出題の範囲、深さ、特徴といったものがあります。市販の

基本書の大部分は、学問的観点又は実務的観点を中心として法律を説明しているものであ

り、特定の法律試験の対策という観点に絞って法律を説明しているわけではありません。し

たがって、基本書を使って独学で勉強をする場合、当該試験特有の出題の範囲、深さ、特徴

といったものを把握することが困難ですし、仮に把握することができたとしても時間がか

かります。 

 

次に、特に司法試験対策では、予備校を利用する必要性が高いといえます。その理由は、主

として４つです。 

 

①司法試験では、アウトプットで使う公式（＝条文、判例、学説、処理手順等）の量が膨大

であるため、試験対策という観点からこれらの情報が漏れなく・無駄なく反映されている

予備校テキストを使うべきである 

②試験対策として必要な公式（特に、解釈レベルのこと、処理手順的なこと）の範囲が不明

確であるため、試験対策という観点からこれらの情報が漏れなく・無駄なく反映されてい

る予備校テキストを使うべきである 

③問題１つあたりの公式が複数かつ不定形（学説選択、判例理解、論証・手順の正確性）で

あるため、これらが試験対策という観点からベストなものとして反映されている予備校

テキストを使うべきである 

④基本書を使った独学では試験で評価される答案の書き方を学ぶことができないから、試

験で評価される書き方を熟知している試験対策のプロの説明を聞く必要がある  
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第３．基本７科目の基礎固めの完成度の確認 

 

（サンプル問題） 

 

【導入事例】 

令和３年５月１日、Ａは、Ｂとの間で、Ａが所有する甲建物に関する売買契約を仮装する

ことについて合意した上で、甲建物を代金２０００万円で売買する旨の契約を締結し、甲建

物をＢに引き渡した。 

その後、Ｂは、Ｃに対し、甲建物を代金２０００万円で売却し、引渡しも終えた。Ｃは、

Ｂとの売買契約の際、ＡＢ間の仮装売買の事実について過失なくして知らなかった。 

令和３年７月１日、Ａは、甲建物にＣが居住していることに気が付き、Ｃに対して、甲建

物の明渡しを求めた。 

 なお、甲建物の登記名義はＡのままである。 

 

【主張分析】 

 

     ①甲建物の仮装売買         ③甲建物の真実売買 

 Ａ              Ｂ              Ｃ 

               ②引渡し             ④引渡し 

 

            

甲建物の所有権に基づく返還請求権 

 

Kg）Ａ所有、Ｃ占有 

 

R ）通謀虚偽表示によるＡＢ間売買の無効の再抗

弁（９４条１項） 

E）ＡＢ間売買による所有権喪失の抗弁 

 

D）「善意の第三者」の再々抗弁（９４条２項） 

 

【参考答案】 

１．Ａは、Ｃに対して、甲建物の所有権（民法２０６条）に基づく返還請求権として、甲

建物の明渡しを請求している。 

  所有権に基づく返還請求権の要件は、①請求者が当該物の所有権を有することと、②

相手方が当該物を現在占有していることの２つである。 

  Ｃは、現在、甲建物に居住することによりこれを占有している（②）。問題は、Ａが

甲建物の所有権を有するかである（①）。 

２．Ｃは、Ａの所有権を否定するために、甲建物は元々Ａの所有に属していたが、ＡはＡ

Ｂ間の売買契約（５５５条）により甲建物の所有権を喪失したと主張する。 

  もっとも、Ａは、Ｂとの間で甲建物の売買契約を仮装することについて合意していた

のだから、ＡＢ間の売買契約は、「相手方と通じてした虚偽の意思表示」によるものと

して無効になるはずである（９４条１項）。 
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３．そこで、Ｃは、自分は「善意の第三者」（９４条２項）として保護されると主張する。 

（１）Ｃは、ＡＢ間の甲建物に関する売買契約を前提としてＢとの間で甲建物に関する売

買契約を締結することで、ＡＢ間の売買契約の有効・無効について法律上の利害関係

を有するに至った第三者であるから、９４条２項の「第三者」に当たる。 

（２）Ｃは、Ｂとの売買契約の際、ＡＢ間の仮装売買の事実について過失なくして知らな

かったのだから、「善意」の解釈として無過失まで要求するか否かにかかわらず、問

題なく「善意の第三者」に当たる。 

（３）甲建物の登記名義がＡのままであるから、Ｃは甲建物の所有権移転登記を備えてい

ない。そこで、「善意の第三者」として保護されるための登記の要否が問題となる。 

「善意の第三者」との関係で虚偽表示が有効と扱われる結果、権利が順次移転した

ことになるから、真正権利者と「善意の第三者」とは、前主と後主の関係に立ち、二

重譲渡のような対抗関係には立たない。そこで、「善意の第三者」として保護される

ためには対抗要件としての登記（１７７条）は不要と解する。 

また、真正権利者の帰責性の大きさから、権利保護資格要件としての登記も不要

と解する。 

したがって、Ｃは、登記なくして「善意の第三者」として保護される。 

（４）Ｃは、「善意の第三者」として保護されるため、ＡＢ間の売買契約の無効を対抗さ

れないから、甲建物の所有権を取得できる。その結果、ＡはＣとの関係では甲建物の

所有権を失っていることになる。したがって、Ａは甲建物の所有権を有しない（①）。 

４．よって、ＡのＣに対する請求は認められない。              以上 
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第４．司法試験講座のご紹介 

 

【加藤ゼミナールの講座の特徴】 

 

１．全ての教材を代表の加藤喬講師か担当講師が作成 

 

大手予備校では、講義で使用する教材を合格者スタッフや受験生スタッフが作成してい

ることが多く、その分だけ、内容面におけるクオリティがだいぶ下がります。講師が授業

中に教材の記述を修正したり、参考答案にダメ出しをすることが頻繁に起こるのも、その

ためです。 

 

これは受講者様にとって大変な無駄ですし、さらに、不適切な記述の全部について修正の

指示があるわけではないため、不適切な内容の教材を使い続けることになるという極め

て大きな弊害もあります。 

 

加えて、合格者スタッフや受験生スタッフが複数人で分担して１つの教材を作成してい

る場合、１つの教材で分野ごとに文章の構成・表現が違っていたり、内容面での整合性が

とれないなどの弊害も生じます。 

 

こうした意味で、合格者スタッフや受験生スタッフが作成しただけの教材を使って勉強

をすることには、大きな弊害があります。 

 

加藤ゼミナールでは、受講者様に最高品質の教材を使って安心して勉強をして頂くため

に、全ての教材を、代表の加藤喬講師か当該講義の担当講師がいちから作成しております。 

 

司法試験合格パックで使用する導入テキスト（高野講師作成）、経済法対策講座で使用す

る教材（加藤駿征講師作成）を除き、加藤ゼミナールの教材は全て、加藤喬講師が作成し

ます。 

 

教材作成に当たっては、徹底的な試験傾向の分析と文献による裏付けに基づいて教材を

作成し、基礎応用完成テキスト、総まくりテキスト、労働法速修テキストといったメイン

テキスト右端には参考文献を該当する頁数とともに逐一表示することなどにより、著作

権対応も徹底しております。 

 

また、高野講師や加藤駿征講師が作成した教材についても、加藤喬講師が最終チェックを

することで、教材の品質管理を徹底いたします。 
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２．教材と授業の内容が最新の法令、判例学説、試験傾向に対応 

 

代表の加藤喬講師は、毎年、最新の法令、判例学説、試験傾向を踏まえて、教材に対して

必要な加筆・修正を加えています。 

 

したがって、加藤ゼミナールの教材は、最新の法令、判例学説、試験傾向が反映されたベ

ストな内容になっております。 

 

そして、こうしたテキストを使用して行われる授業も、当然、最新の法令、判例学説、試

験傾向が反映されたベストな内容になっております。 

 

法律学の世界では、法令の内容、判例・通説的見解の立場、試験対策としてベストな理解、

試験傾向などが時の経過に伴いどんどん変化しますから、５年、１０年前に作成されて必

要な加筆修正が施されていない教材は、古すぎて試験対策には使えません。 

 

教材も授業も、変化に応じて常に進化させなければいけません。 

 

加藤ゼミナールの授業では、最新の情報が反映された教材と授業を提供しますので、安心

して勉強して頂けます。 

  

 

３．教材どうしの一貫性 

 

加藤ゼミナールでは、①インプット教材（例えば、基礎応用完成テキスト、総まくりテキ

スト、労働法速修テキスト）、②基礎的な問題演習のテキスト（基本７科目の基礎問題演

習テキスト、労働法重要問題１００選テキスト）、③過去問テキスト（基本７科目の司法

試験過去問テキスト、予備試験過去問テキスト、労働法過去問テキスト）は全て、代表の

加藤喬講師が作成しており、アウトプット講座の教材である②③は①インプット教材の

内容を前提として作成しております。 

 

これにより、①インプット教材、②基礎的な問題演習テキスト、③過去問テキストとで、

非常に高い次元で内容面での一貫性が確保されています。 

 

したがって、論点における見解選択、論証や規範の表現、方法論が教材や授業ごとに異な

るということがないため、効率的かつ安全に勉強して頂けます。 

  

 

４．参考答案とそれを使った授業のクオリティの高さ 

 

基礎的な問題演習のテキストにおける答案、過去問テキストにおける答案も、もちろん、
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代表の加藤喬講師がいちから作成しておりますので、受験生スタッフや合格者スタッフ

が作成しただけの答案例とは、法律面だけでなく日本語文章のレベルも含めてクオリテ

ィが全く違いますし、だからこそ他校のように担当講師が参考答案のダメ出しをするだ

けという無責任なことも一切ありません。 

 

また、解説から答案までいちから作成している加藤喬講師は、参考答案が作成されるプロ

セスを全て理解しているため、授業では、ただ単に参考答案を読み上げるだけの解説には

ならず、問題文のどこをどう読んでこう書いた、科目・分野・論点ごとの書き方のルール、

メリハリ付けの仕方といった、参考答案の背後にある作成者の思考過程（参考答案の作成

プロセス）まで深く正確に説明することができます。 

 

こうした授業により、受験生の皆様は、演習系講義から真に学ぶべき"参考答案の背後に

ある作成プロセス"をしっかりと習得することができます。 

 

  

５．選べる２つの教材タイプ 

 

加藤ゼミナールでは、受講者の皆様にとっての教材の使いやすさを追求するために、販売

講座の教材タイプについて、３つのプランをご用意しております。 

 

最終申込画面において、教材タイプを選択して頂けます。 

 

Ａプラン（全教材が製本タイプ） 

追加料金なし 

テキスト：製本タイプ、Ｂ５サイズ 

論証集： 製本タイプ、Ａ５サイズ 

Ｂプラン（全教材が２６穴タイプ） 

テキスト・論証集の２６穴対応に要するオプショ

ン料金が別途必要 

テキスト：２６穴タイプ、Ｂ５サイズ 

論証集： ２６穴タイプ、Ｂ５サイズ 

Ｃプラン（テキストは製本タイプ、論証集

のみ２６穴タイプ） 

テキスト：製本タイプ、Ｂ５サイズ 

論証集： ２６穴タイプ、Ｂ５サイズ 
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論証集の２６穴対応に要するオプション料金のみ

別途必要 
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【司法試験講座一覧】 

 

１．司法試験合格パック 

 

  

【概要】 

内容 司法試験合格パックとは、法律の学習経験ゼロからでも司法試験合格を目

指すことができるフルパッケージ講座です。 

法科大学院経由で司法試験合格を目指す方に大変お薦めの講座です。 

入門レベルのことから試験対策レベルのことまで、司法試験合格に必要と

される全ての講座が含まれていますので、法科大学院未修者１年生をはじ

めとする法律の学習経験ゼロの方でも、加藤ゼミナールの司法試験合格パ

ックだけで、司法試験合格、さらには上位合格を目指すことが可能です。 

経験豊富な高野泰衡講師、労働法１位・総合３９位の加藤喬講師（弁護士）、

経済法１位・総合５位の加藤駿征講師（弁護士、講師経験あり）の３名で

カリキュラム内の各講座を担当いたします。 

法律の学習経験の有無を問うことなく、誰しもが、加藤ゼミナールの司法

試験合格パックを受講することで司法試験合格を目指すことができます。 

カリキュラム ①基本７科目の導入講義（２０時間） 

・講義の聴き方 

・法律学の基礎 

・基本７科目の導入インプット 

②基本７科目の基礎講義（３００時間） 

基礎インプット＆基礎問題演習 

③基本７科目の総まくり講義（１１０時間） 

④加藤講師が担当する基礎問題演習講義（１００時間） 
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⑤基本７科目の司法試験過去問講義（１２０～１３０時間） 

⑥選択科目対策講義 

労働法：速修テキスト講義２０時間、司法試験過去問講義２０時間 

経済法：速修講義１０時間、司法試験過去問講義２０時間 

⑦短答対策講義 

・インプット講義２０時間 

・過去問講義６時間 

教材 ①導入テキスト‐１冊（１６０頁） 

②基本７科目の基礎応用完成テキスト‐７冊 

 憲法４００頁、民法５５０頁、刑法４２０頁、商法４００頁、民事訴訟

法４００頁、刑事訴訟法４００頁、行政法３５０頁 

③基本７科目の基礎問題演習テキスト‐７冊 

 憲法３２問、民法６０問、刑法５０問、商法５０問、民事訴訟法４０問、

刑事訴訟法４０問、行政法４０問 

④基本７科目の総まくり論証集‐７冊 

 憲法１５０頁、民法３００頁、刑法２００頁、商法２００頁、民事訴訟

法２００頁、刑事訴訟法１５０頁、行政法１００頁 

⑤基本７科目の司法試験過去問テキスト‐７冊 

１科目４００頁（プレテスト＋平成１８年から令和３年までの１７年

分、令和４・５年分はＰＤＦ） 

⑥選択科目対策講義のテキスト 

 ・労働法速修テキスト１冊（３００頁）、労働法論証集１冊（１００頁）、

労働法基礎問題演習テキスト１冊（６０問）、労働法司法試験過去問

テキスト１冊（平成１８年から令和３年までの１６年分、和４年・５

年分はＰＤＦ） 

 ・条文から学ぶ独占禁止法１冊（３８２頁）、経済法判例・審決百選（２

７６頁）、経済法司法試験過去問テキスト４００頁（平成１８年～令

和３年、令和４年・５年分はＰＤＦ） 

⑦短答過去問テキスト‐１冊（憲法・民法・刑法で１冊） 

視聴期間 ２０２４年８月まで 

※１５４，０００円（税込）で視聴期間を１年の限度で延長することが可能でございます（月単

位での延長は承っておりません）。 

販売価格 選択科目対策講義ありのプラン ６０２，８００円（税込） 

               →５４２，５２０円（税込） 

選択科目対策講義なしのプラン ５４７，８００円（税込） 

               →４９３，０２０円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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２．予備試験・司法試験入門講座 

 

 

【概要】 

内容 予備試験・司法試験入門講座とは、予備試験合格パック・司法試験合格パ

ックのメインカリキュラムである入門講座（導入講義＋基礎講義）だけを

受講して頂けるプランでございます。 

カリキュラム ①基本７科目の導入講義（２０時間） 

・講義の聴き方 

・法律学の基礎 

・基本７科目の導入インプット 

②基本７科目の基礎講義（３００時間） 

・基礎インプット 

・基礎問題演習 

教材 ①導入テキスト１冊 

②基本７科目の基礎応用完成テキスト７冊 

③基本７科目の基礎問題演習テキスト７冊 

④基本７科目の総まくり論証集７冊 

視聴期間 ２０２３年８月まで 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 ３８４，７８０円（税込） → ３４６，３０２円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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３．基本７科目の総まくり講座 

 

 

【概要】 

内容 総まくり講座は、基本７科目について、各科目１５～２０時間程度で、論文試

験で必要とされる知識（条文、論点等）を答案に書くことができる形で網羅的

に習得することに重点を置いた講座です。 

知識の論文最適化によりアウトプットに直結するインプットを完成させます。 

受講対象者は、基本７科目の基礎固めを終えている方ですから、基礎固めを終

えていない方は司法試験合格パックの受講をご検討下さいませ。 

論文試験で必要とされる知識と方法論が集約されている総まくり講座を受講

することで、基本書・判例集を要することなく、トップレベルの実力を身につ

けることができます。 

講義時間 憲法１５時間、行政法１５時間、民法２５時間、商法１５時間、民事訴訟法１

５時間、刑法１８時間、刑事訴訟法１５時間、合計１１８時間 

教材 ・総まくりテキスト７冊 

憲法４６３頁、行政法２８７頁、民法４９３頁、商法２３６頁、民事訴訟法

２４０頁、刑法３６４頁、刑事訴訟法２６４頁 

・総まくり論証集７冊 

憲法１５０頁、行政法１０９頁、民法２６３頁、商法１４４頁、民事訴訟法

１７４頁、刑法１９９頁、刑事訴訟法１３３頁 

視聴期間 ２０２３年９月末まで 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 １５０，０００円（税込） → １３５，０００円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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４．基本７科目の基礎問題演習講座 

 

 

【概要】 

内容 基礎問題演習講座は、基本７科目の短文事例問題講座です。 

１問１０～２０行程度、１問１分野で捻りのきいていないシンプルな短文事

例問題集を使い、司法試験過去問に入る前にアウトプット面での基礎固めを

完成させることを主たる目的とした、短文事例問題演習の決定版ともいえる

講座です。 

単なる法律知識、表面的な解答筋だけなく、論文の問題の分析の仕方、論文

の答案の書き方といった、答案作成のプロセスについてしっかりと説明しま

すので、“真の意味での実力”を身につけることができます。 

講義時間 １問あたり１５～２０分程度 

合計３４０問前後で約１００時間 

教材 ・基礎問題演習テキスト７冊 

憲法３２問、民法６６問、刑法７０問、商法５０問、民事訴訟法４０問、

刑事訴訟法４０問、行政法４０問 

※ 問題文に限り PDF 形式で無制限にダウンロードして頂けます 

・総まくり論証集７冊 

憲法１５０頁、行政法１０９頁、民法２６３頁、商法１４４頁、民事訴訟

法１７４頁、刑法１９９頁、刑事訴訟法１３３頁 

視聴期間 ２０２３年９月末まで 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 １５０，０００円（税込） → １３５，０００円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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５．基本７科目の司法試験過去問講座 

 

 

【概要】 

内容 徹底した過去問分析に基づく解説講義により、表面的な解答筋だけでなく、

解答筋に気が付くために必要とされる問題文の読み方・思考方法、科目分野

特有の書き方の作法等もマスターできるため、真の意味で過去問を自分のも

のにすることができます。 

テキストは「問題文」「解説」「答案」の３部構成です。「解説」部分では、出

題趣旨・採点実感・ヒアリングを答案の流れに従って整理した上で、検討事

項ごとに条文、判例及び学説等に関する説明を記載しているため、基本書・

判例集を使ったリサーチを要することなく、司法試験過去問講座だけで過去

問分析を完成させることができます。 

令和１年以降の問題では、６～８枚で検討事項を可能な限り網羅した現実的

な超上位答案（想定１位～２桁前半）のほかに、４～５枚で簡潔にまとめた

中位答案（想定１００～５００位）もあるので、理想解だけでなく現実解も

知ることにより、自分が目指すべきゴール（＝自分の実力に見合った現実的

な合格答案像）を具体的かつ正確にイメージできるようになります。 

講義時間 １問あたり１時間程度、１科目１８問で合計１８時間程度 

７科目１２６問で合計約１２６時間 

教材 ・司法試験過去問テキスト７冊（令和４年分はＰＤＦ） 

・総まくり論証集７冊 

視聴期間 ２０２３年９月末まで 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 １５０，０００円（税込） → １３５，０００円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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６．労働法速修テキスト講座 

 

 

【概要】 

内容 労働法速修テキスト講座は、労働法の入門講座でございます。 

労働法をいちから学習する方でも、試験対策として必要な情報が集約されて

いる本講座だけでトップレベルの答案を書く実力を身につけることができま

す。 

司法試験対策だけでなく、予備試験対策としてもご利用いただけます。 

本講座では、①短時間で労働法の全体像を把握するための導入編（約４時間）、

②速修テキストを使って基礎固めをするための基礎編（約２４時間）、及び③

労働法速修テキストのうち細かいこと・難しいことまで学習するための応用

編（約５時間）という学習段階に応じた３段階のインプット講義により、確

実に実力を高めることができます。 

これまで、多くの受験生の方々が労働法速修テキスト講座を使って労働法を

いちから勉強し、労働法で上位合格を収めております。 

講義時間 導入編 ４時間  

基礎編 ２４時間  

応用編 ５時間  

教材 ・労働法速修テキスト１冊（４２３頁） 

・労働法論証集１冊（１３９頁） 

・労働法導入レジュメ（２２頁） 

視聴期間 ２０２３年９月末まで 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 ４０，０００円（税込） → ３６，０００円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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７．労働法重要問題１００選講座 

 

 

【概要】 

内容 労働法重要問題１００選講座は、司法試験過去問に入る前の基礎固めをす

るためのものとして、司法試験過去問及び重要判例（裁判例を含む）を参

考にして作成した短文事例問題１００問を使ったアウトプット講座です。 

１問につき、問題文１頁、解説１頁及び答案２頁以内の３部構成であり、

取り上げる論点は１～３個です。 

合計１００問により、主要論点を全て網羅します。 

本講座では、司法試験過去問及び重要判例を参考にして作成した１００問

により主要論点を全て網羅しますので、市販演習書を要することなく、ア

ウトプット面での基礎固めを完成させることができるとともに、司法試験

過去問の穴を完全にカバーすることができます。 

講義時間 １問１０～１５分、合計１７時間 

教材 ・労働法重要問題１００選テキスト１冊（４４６頁） 

・労働法論証集１冊（１３９頁） 

視聴期間 ２０２３年９月末まで 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 ４０，０００円（税込） → ３６，０００円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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８．労働法過去問講座 

 

 

【概要】 

内容 労働法過去問講座では、平成１８年から令和４年までの１７年分（３４問）

の司法試験過去問について、最新の判例学説、出題傾向及び法制度に従っ

た解説をする講座です。 

テキストは「問題文」「解説」「答案」の３部構成であり、「解説」では、出

題趣旨・採点実感を答案の流れに従って整理した上で、検討事項ごとに条

文、判例及び学説等に関する説明を記載しているため、基本書・判例集を

使ったリサーチを要することなく、本講座だけで過去問分析を完成させる

ことができます。 

「答案」は、縦２３行・横２８～３２文字の書式に従い４枚以内で検討事

項を可能な限り網羅した現実的な１位答案となります。現実的な１位答案

により、メリハリのある答案の書き方を習得することができるとともに、

１位答案の本当の水準を知ることもできます。 

講義時間 １問３０分前後、３４問分で合計１７時間前後 

教材 ・労働法過去問テキスト１冊（平成１８年から令和３年までの１６年分、

約４００頁） 

・労働法論証集１冊（１３９頁） 

・令和４年司法試験の解説レジュメ（ＰＤＦ） 

視聴期間 ２０２３年９月末まで 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 ４０，０００円（税込） → ３６，０００円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 

 



18 

９．労働法攻略パック 

 

 

【概要】 

内容 労働法速修テキスト講座、労働法重要問題１００選講座及び労働法過去問

講座のうち２講座をセット購入する場合におけるお得なセットプランで

ございます。 

司法試験対策としては、「労働法速修テキスト講座＋労働法過去問講座」

（Ｂプラン）又は「労働法速修テキスト＋労働法重要問題１００選講座＋

労働法過去問講座」（後記１０の労働法完全パック）をお薦めいたします。 

労働法重要問題１００選講座と司法試験過去問講座のセットであるＣプ

ランは、既に労働法のインプットを終えており演習に力を入れたいという

方にお薦めのプランでございます。 

カリキュラム Ａプラン：労働法速修テキスト講座＋労働法重要問題１００選講座 

Ｂプラン：労働法速修テキスト講座＋労働法過去問講座 

Ｃプラン：労働法重要問題１００選講座＋労働法過去問講座 

教材 Ａプラン：労働法速修テキスト１冊、労働法論証集１冊、労働法重要問題

１００選テキスト１冊 

Ｂプラン：労働法速修テキスト１冊、労働法論証集１冊、労働法過去問テ

キスト１冊 

Ｃプラン：労働法重要問題１００選テキスト１冊、労働法過去問テキスト

１冊、労働法論証集１冊 

視聴期間 ２０２３年９月末まで 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 ６０，０００円（税込） → ５４，０００円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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１０．労働法完全パック 

 

 

【概要】 

内容 労働法速修テキスト講座、労働法重要問題１００選講座及び労働法過去問講

座の３講座のセットプランでございます。 

３つの講座をセットで購入することにより、大変お買い得な価格となります。 

労働法について入門講座から基礎的な問題演習、司法試験レベルの演習まで

一気通貫して完成させることができます。 

講義時間 ・労働法速修テキスト講座 ３３時間（導入編４時間、基礎編２４時間、応

用編５時間） 

・労働法重要問題１００選講座 １７時間 

・労働法過去問講座 ２０時間 

教材 ・労働法速修テキスト１冊（４２３頁） 

・労働法論証集１冊（１３９頁） 

・労働法重要問題１００選テキスト１冊（４４６頁） 

・労働法過去問テキスト１冊（平成１８年から令和３年までの１６年分、約

４００頁） 

・令和４年司法試験の解説レジュメ（ＰＤＦ） 

視聴期間 ２０２３年９月末まで 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 ９０，０００円（税込） → ８１，０００円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 

 

  



20 

１１．経済法対策講座 

 

 

【概要】 

内容 経済法１位・総合５位で司法試験に合格した加藤駿征弁護士が担当する経

済法対策講座でございます。 

本講座のカリキュラムは、①入門インプット講義（１０時間前後）、②司

法試験過去問講義（２０時間前後）の２つの講義からなります。 

①入門インプット講義では、「条文から学ぶ独占禁止法」をメイン教材と

て使い、独占禁止法の基本構造、主要条文の構造、条文の要件に関する判

例・通説の立場について、１０時間前後で説明いたします。 

②司法試験過去問講義では、平成１８年から令和４年までの１７年分（３

４問）の司法試験過去問について、問題文・解説・模範答案の３部構成の

テキストを使い、適用条文をはじめとする正解筋に気が付くためのプロセ

ス（問題文の読み方など）、本試験で評価される答案の書き方といったこ

とについても分かりやすく丁寧に説明いたします。 

カリキュラム ・経済法速修講義 １０時間 

・経済法司法試験過去問講義（平成１８年～令和４年） ２０時間 

教材 ・「条文から学ぶ独占禁止法」第２版（有斐閣）１冊 本文３３０頁 

・「経済法判例・審決百選」第２版（有斐閣）１冊 

・司法試験過去問テキスト２冊（平成１８年から令和４年まで） 

Ａランク過去問集１冊、Ｂ・Ｃランク過去問集１冊 

視聴期間 ２０２４年６月末まで 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 ６０，０００円（税込） → ５４，０００円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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１２．基本７科目の総まくり講座＆基礎問題演習講座 

 

 

【概要】 

内容 総まくり講座と基礎問題演習講座のセットプランでございます。 

総まくり講座→基礎問題演習講座という流れで、総まくり講座で学習した

知識及び方法論を総動員するつもりで基礎問題演習講座の問題に入って

頂くと、インプットとアウトプットの効果を最大化することが可能となり

ます。 

カリキュラム ・総まくり講座 １１８時間 

・基礎問題演習講座 １００時間（３４０問） 

教材 ・総まくりテキスト７冊 

・総まくり論証集７冊 

・基礎問題演習テキスト７冊 

視聴期間 ２０２３年９月末まで 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 ２２５，０００円（税込） → ２０２，５００円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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１３．基礎問題演習講座＆司法試験過去問講座 

 

 

【概要】 

内容 基礎問題演習講座と司法試験過去問講座のセットプランでございます。 

インプットは既に終えているから演習中心の勉強がしたい、演習経由でイ

ンプットをするタイプだから演習中心の勉強がしたいといった方に大変

お薦めのプランでございます。 

カリキュラム ・基礎問題演習講座 １００時間（３４０問） 

・司法試験過去問講座 １２６時間（プレテスト、平成１８～令和４年、

合計１２６問） 

教材 ・基礎問題演習テキスト７冊 

・司法試験過去問テキスト７冊（令和４年分はＰＤＦ） 

・総まくり論証集７冊 

視聴期間 ２０２３年９月末まで 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 ２２５，０００円（税込） → ２０２，５００円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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１４．基本７科目の司法試験対策パック 

 

 

【概要】 

内容 総まくり講座と司法試験過去問講座のセットプランでございます。 

科目ごとに、総まくり講座→司法試験過去問の演習・分析という流れで、

インプットとアウトプットを連続的に行うことで、インプットとアウトプ

ットの効果を最大化することが可能となります。 

カリキュラム ・総まくり講座 １１８時間 

・司法試験過去問講座 １２６時間（プレテスト、平成１８～令和４年、

合計１２６問） 

教材 ・総まくりテキスト７冊 

・総まくり論証集７冊 

・司法試験過去問テキスト７冊（令和４年分はＰＤＦ） 

視聴期間 ２０２３年９月末まで 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 ２２５，０００円（税込） → ２０２，５００円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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１５．基本７科目の司法試験対策フルパック 

 

 

【概要】 

内容 総まくり講座、基礎問題演習講座及び司法試験過去問講座のセットプラン

でございます。 

インプットから基礎的なアウトプット、司法試験過去問レベルのアウトプ

ットまで同じ講師・教材で一貫して完成させることができるので、入門レ

ベルのインプットを終えた司法試験受講生の方に大変お薦めのプランで

ございます。 

カリキュラム ・総まくり講座 １１８時間 

・基礎問題演習講座 １００時間（３４０問） 

・司法試験過去問講座 １２６時間（プレテスト、平成１８～令和４年、

合計１２６問） 

教材 ・総まくりテキスト７冊 

・総まくり論証集７冊 

・基礎問題演習テキスト７冊 

・司法試験過去問テキスト７冊（令和４年分はＰＤＦ） 

視聴期間 ２０２３年９月末まで 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 ３３７，０００円（税込） → ３０３，３００円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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１６．司法試験・労働法完全パック 

 

 

【概要】 

内容 総まくり講座、司法試験過去問講座、労働法完全パック（３講座）のセッ

トプランでございます。 

このパックプランで、司法試験における基本７科目と労働法のインプッ

ト・アウトプットを完成させることができます。 

カリキュラム ・総まくり講座 １１８時間 

・司法試験過去問講座 １２６時間 

・労働法速修テキスト講座 ３３時間 

・労働法重要問題１００選講座 １７時間 

・労働法過去問講座 ２０時間 

教材 ・総まくりテキスト７冊 

・総まくり論証集７冊 

・司法試験過去問テキスト７冊（令和４年分はＰＤＦ） 

・労働法速修テキスト１冊 

・労働法論証集１冊 

・労働法重要問題１００選テキスト１冊 

・労働法過去問テキスト１冊（令和４年分はＰＤＦ） 

視聴期間 ２０２３年９月末まで 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 ２８８，０００円（税込） → ２５９，５００円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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１７．司法試験・経済法完全パック 

 

 

【概要】 

内容 総まくり講座、司法試験過去問講座、経済法対策講座（経済法速修講義、

経済法司法試験過去問講義）のセットプランでございます。 

このパックプランで、司法試験における基本 7 科目と経済法のインプッ

ト・アウトプットを完成させることができます。 

カリキュラム ・総まくり講座 １１８時間 

・司法試験過去問講座 １２６時間 

・経済法速修講義 １０時間 

・経済法司法試験過去問講義（平成１８年～令和４年） ２０時間 

教材 ・総まくりテキスト７冊 

・総まくり論証集７冊 

・司法試験過去問テキスト７冊（令和４年分はＰＤＦ） 

・「条文から学ぶ独占禁止法」第２版（有斐閣）１冊  

・「経済法判例・審決百選」第２版（有斐閣）１冊 

・司法試験過去問テキスト２冊（Ａランク過去問集１冊、Ｂ・Ｃランク過

去問集１冊） 

視聴期間 ２０２３年９月末まで（経済法対策講座に限り２０２４年６月末まで） 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 ２６８，０００円（税込） → ２４１，２００円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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１８．司法試験・労働法完全フルパック 

 

 

【概要】 

内容 総まくり講座、基礎問題演習講座、司法試験過去問講座、労働法完全パッ

ク（３講座）がセットになった中上級者向けのフルパッケージプランです。 

このパックプランで、司法試験における基本７科目と労働法のインプッ

ト・アウトプットを完成させることができます。 

カリキュラム ・総まくり講座 １１８時間 

・基礎問題演習講座 １００時間 

・司法試験過去問講座 １２６時間 

・労働法速修テキスト講座 ３３時間 

・労働法重要問題１００選講座 １７時間 

・労働法過去問講座 ２０時間 

教材 ・総まくりテキスト７冊 

・総まくり論証集７冊 

・基礎問題演習テキスト７冊 

・司法試験過去問テキスト７冊（令和４年分はＰＤＦ） 

・労働法速修テキスト１冊 

・労働法論証集１冊 

・労働法重要問題１００選テキスト１冊 

・労働法過去問テキスト１冊（令和４年分はＰＤＦ） 

視聴期間 ２０２３年９月末まで 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 ３８８，０００円（税込） → ３４９，２００円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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１９．司法試験・経済法完全フルパック 

 

 

【概要】 

内容 総まくり講座、基礎問題演習講座、司法試験過去問講座、経済法対策講座

（経済法速修講義、経済法司法試験過去問講義）がセットになった中上級

者向けのフルパッケージプランです。 

このパックプランで、司法試験における基本７科目と経済法のインプッ

ト・アウトプットを完成させることができます。 

カリキュラム ・総まくり講座 １１８時間 

・基礎問題演習講座 １００時間 

・司法試験過去問講座 １２６時間 

・経済法速修講義 １０時間 

・経済法司法試験過去問講義（平成１８年～令和４年） ２０時間 

教材 ・総まくりテキスト７冊 

・総まくり論証集７冊 

・基礎問題演習テキスト７冊 

・司法試験過去問テキスト７冊（令和４年分はＰＤＦ） 

・「条文から学ぶ独占禁止法」第２版（有斐閣）１冊  

・「経済法判例・審決百選」第２版（有斐閣）１冊 

・司法試験過去問テキスト２冊（Ａランク過去問集１冊、Ｂ・Ｃランク過

去問集１冊） 

視聴期間 ２０２３年９月末まで（経済法対策講座に限り２０２４年６月末まで） 

※視聴期間の延長は承っておりません。 

販売価格 ３６７，０００円（税込） → ３３０，４８０円（税込） 

※出題分析＆講座説明会の参加者様特典により１０％ＯＦＦ適用価格にてご購入いただけます。 
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第５．加藤ゼミナールの教材のこだわり 

 

１．全ての教材を無償でお届けいたします 

加藤ゼミナールの販売講座では、教材を２６穴タイプにする場合を除き、別途教材代や配

送費用を負担して頂くことなく、全ての教材をご指定のご住所にお届けいたします。 

 

 

２．教材のタイプ 

 加藤ゼミナールでは、受講者の皆様にとっての教材の使いやすさを追求するために、販売

講座の教材タイプについて、３つのプランをご用意しております。 

 最終申込画面において、教材タイプを選択して頂けます。 

 

Ａプラン（全教材が製本タイプ） 

追加料金なし 

テキスト：製本タイプ、Ｂ５サイズ 

論証集： 製本タイプ、Ａ５サイズ 

Ｂプラン（全教材が２６穴タイプ） 

テキスト・論証集の２６穴対応に要するオプショ

ン料金が別途必要 

テキスト：２６穴タイプ、Ｂ５サイズ 

論証集： ２６穴タイプ、Ｂ５サイズ 

Ｃプラン（テキストは製本タイプ、論証集

のみ２６穴タイプ） 

論証集の２６穴対応に要するオプション料金のみ

別途必要 

テキスト：製本タイプ、Ｂ５サイズ 

論証集： ２６穴タイプ、Ｂ５サイズ 
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３．基本書・判例集・市販演習書は不要 

加藤ゼミナールの講座の教材には、試験対策として必要なことが全て反映されていま

すので、インプットもアウトプットも、加藤ゼミナールの教材だけで完成させることが

できます。 

    

 したがって、加藤ゼミナールの講座の受講者様は、基本書、判例集、市販演習書を要す

ることなく、加藤ゼミナールの教材だけで試験対策をすることができます。 

 

 

４．教材の質の高さ 

加藤ゼミナールでは、全ての講座の教材を、代表である加藤喬講師か当該講義の担当講

師が作成いたします。 

 

 司法試験合格パックで使用する導入テキスト、経済法対策講座で使用する教材を除き、

加藤ゼミナールの教材は全て、加藤喬講師が作成します。 

 

 その際、徹底的な試験傾向の分析と文献による裏付けに基づいて教材を作成し、メイン

テキスト右端には参考文献を該当する頁数とともに逐一表示することなどにより、著

作権対応も徹底しております。 

 

また、高野講師と加藤駿征講師が作成した教材についても、加藤喬講師が最終チェック

をすることで、教材の品質管理を徹底いたします。 

  

 

５．教材のサンプル 

こちらのＱＲコードから、加藤ゼミナールのサンプル教材一覧ページに移動して頂け

ます。 
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第６．無料体験講義 

 

 

加藤ゼミナールでは、販売講座の無料体験講義を公開しております。 

 

無料体験講義のページにおいて、各講座のバナーをクリックして頂くと、会員様限定の無料

体験講義ページに移動して、ある程度まとまりのある数のサンプル講義を視聴して頂けま

す。 

 

加藤ゼミナールの司法試験講座の受講を検討なさっている方は、是非ご覧下さいませ。 
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第７．司法試験合格に向けた学習スケジュール 

 

 

１．基礎固めからスタートする場合 

 基礎固めからスタートする場合 初学者向けのフルパッケージプランである司法試験

合格パックを受講して学習を進めて頂くことをお薦めいたします。 

 

ＳＴＥＰ１ 

入門講座による基本７科目の

基礎固め 

導入講義で全科目共通の重要事項と基本７科目の全

体像を把握したら、“科目ごとに”、基礎講義を受講

して基本７科目の基礎を完成させる。 

👉入門講座の受講と試験対策講座の受講をなるべ

く分ける。 

👉実力を底上げするための勉強をする時期だから、

１科目ずつ短期集中で一気に勉強する。 

ＳＴＥＰ２ 

 基本７科目の本試験対策＆選

択科目対策 

〇基本７科目について、司法試験論文レベルのイン

プットとアウトプットを完成させるために、科目

ごとに、総まくり講義→司法試験過去問講義とい

う流れで受講する。 

 👉これに先立ち、令和４年司法試験の問題を何も

参照しないで解いてみることで、自己分析と出

題分析をして、今後の勉強の方向性を明らかに

する。 

👉実力を底上げするための勉強をする時期だか

ら、１科目ずつ短期集中で一気に勉強する。 

〇選択科目対策も開始する。 

ＳＴＥＰ３ 

 短答対策 

できれば本試験１年前、遅くとも半年前から短答対

策も開始する。 

👉辰已法律研究所の短答パーフェクトのうち加藤

喬講師が２分の１に絞った範囲を反復し、それが

定着したら可能な範囲でそれ以外の問題にも手を

広げるという勉強法が理想的。 

ＳＴＥＰ４ 

 全国模試と本試験に向けた総

復習 

遅くとも本試験の３～４か月前から、論文・短答の

総復習を開始し、記憶・方法論・問題を解く感覚をぎ

りぎりまで高める。 

👉一定水準まで高めた実力を試験当日までに回復・

維持するための勉強に重点を置く時期だから、１

週間に複数科目を同時並行的に勉強するのが望ま

しい。 
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２．基礎固めを終えている場合 

  基本７科目の基礎固めを終えている方には、中上級者向けのフルパッケージプランで

ある司法試験対策フルパック、司法試験・労働法完全フルパック又は司法試験・経済法完

全フルパックの受講をお薦めいたします。 

 

ＳＴＥＰ１ 

 

令和４年度の過去

問による出題分析

＆自己分析 

 

（９月） 

令和４年度の司法試験過去問を何も参照しないで時間内に解

いてみる 

     ↓ 

自分と本試験の距離及び最新の出題傾向（難易・範囲・角度・

形式）を把握する 

↓ 

科目ごとに自分が目指すべき現実的な合格答案像を把握する 

↓ 

自分が目指すべき現実的な合格答案像に沿った答案を書ける

ようになるためには、インプット・アウトプット面において、

科目ごとにどういった勉強をすればいいのかを明らかにする

（勉強の方向性を明らかにする） 

 

👉令和４年司法試験受験者は、再現答案を使って出題分析と自

己分析をすれば足りる。 

ＳＴＥＰ２ 

 本試験レベルの勉

強＆選択科目対策 

 

（９月～翌年３月） 

・基本７科目について、科目ごとに、総まくり講座によるイン

プット→基礎問題演習講座による基礎的なアウトプット→

司法試験過去問講座（Ａ・Ｂランクまで）による本試験レベ

ルのアウトプットという流れで勉強を進める。 

👉実力を底上げするための勉強をする段階だから、一科目ず

つ短期集中で一気に勉強する 

👉とにかく総まくり講座＆基礎問題演習講座による基礎固

めが大事。これをちゃんとやれば、極論、Aランク過去問

をやるだけで上位合格水準に到達する 

 

・選択科目対策も開始 

ＳＴＥＰ３ 

 短答対策 

 

（遅くとも翌年１月

から開始） 

・遅くとも本試験半年前から短答過去問を使った短答対策も開

始する 

👉ただし、令和４年司法試験の短答試験に余裕をもって合格

している、令和４年予備試験の短答試験に合格しているな

ど、現時点で短答合格レベルに到達している場合には、2～

３か月前から復習を開始すれば足りる） 

 

～短答対策のコツ～ 

・選択肢の正誤を判断するために必要な法律知識を理解・記憶
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する 

・短答知識の大部分は、訊かれたら分かる＝受動的に使用でき

る程度で足りる 

・憲法・刑法では読解思考重視の問題の解法も習得し、民法で

は価値判断による正誤判断と消去法による絞り込みもでき

るようにする 

・試験直前に広範囲を復習できるよう事前準備をしておく 

ＳＴＥＰ４ 

 全国模試と本試験

に向けた総復習 

 

（遅くとも翌年４月

から開始） 

・遅くとも本試験の３～４か月前から、論文・短答の総復習を

開始し、記憶・方法論・問題を解く感覚をぎりぎりのところ

まで高める。 

👉一定水準まで高めた実力を試験当日までに回復・維持する

ための勉強に重点を置く時期だから、１週間に複数科目を

同時並行的に勉強するのが望ましい。 

 

・余裕があればＣランク過去問も軽くやる。 

ＳＴＥＰ５ 

 司法試験本番 

 

（７/１２～７/１６） 

 

 

 

 

～勉強計画～ 

試験当日に最高の状態に持っていくために、１週間前、前日、

試験期間中という３段階に分けて勉強計画を立てる。 

１週間前の勉強計画は、試験期間中にどの科目にどれだけの

時間を使うべきか・使えるかから逆算して考える。 

 

～論文対策のコツ～ 

（事前準備） 

・記憶が苦手なら、正確性を下げてでも構わないから論証をシ

ンプルにしてから記憶する 

・試験直前期に広範囲を復習できるような工夫をしておく（一

元化など） 

・過去問演習を通じて現場思考問題の対処法をある程度パター

ン化しておく 

・新しいことに手を広げすぎない 

（試験本番） 

・設問・会話文の指示・誘導に従う 

・何を・どう論じるのかを問題文のヒントから判断する 

・答案全体の出来で勝負する（分からない問題で立ち止まらな

い、一部の問題でダラダラと書かない） 

・原則加点方式だから、分からない問題でも、とにかく条文→

論証→当てはめの形式で答え 
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第８．お支払方法 

 

１．司法試験合格パック、予備試験・司法試験入門講座 

 

 

 

 

 

銀行振込 

一括払い 〇 

 

分割払い 〇 

６回払い （手数料：税込講座価格１０％） 

１２回払い（手数料：税込講座価格１１％） 

１８回払い（手数料：税込講座価格１２％） 

２４回払い（手数料：税込講座価格１３％） 

 

月々のお支払金額をはじめとする銀行

振込による分割払いに関する詳細につ

きましては、こちらからご確認くださ

いませ。 

 

 

 

 

クレジットカード

決済 

一括払い 〇 

 

分割払い 〇 

 

※クレジットカードによる分割払いの可否及びその回数はお客様

とカード会社様との契約内容によります。予めお手元のクレジ

ットカードカードの情報をご確認くださいませ。 

 

２．上記１以外の講座 

  

 

 

 

 銀行振込 

一括払い 〇 

 

分割払い 〇 

３回払いのみ（手数料なし） 

 

月々のお支払金額をはじめとする銀行

振込による分割払いに関する詳細につ

きましては、こちらからご確認くださ

いませ。 

 

 

 

 

クレジットカード

決済 

一括払い 〇 

 

分割払い 〇 

 

※クレジットカードによる分割払いの可否及びその回数はお客様

とカード会社様との契約内容によります。予めお手元のクレジッ

トカードカードの情報をご確認くださいませ。 
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第９．割引制度 

 

１．再受講割引 

 

加藤ゼミナールでは、加藤ゼミナールの受講者様の学習支援の一環として、司法試験合格

パックを対象とした再受講割引（２０％ＯＦＦ）と、予備試験・司法試験入門講座を対象

とした再受講割引（１５％ＯＦＦ）をご用意しております。 

 

例えば、２０２２年版の司法試験合格パックの受講者様は、再受講割引価格（２０％ＯＦ

Ｆの価格）にて２０２３年版以降の司法試験合格パックを受講して頂けます。 

 

 

２．他校受講割引 

 

加藤ゼミナールでは、他の予備校で司法試験・予備試験の入門講座を受講している方又は

受講した経験のある方を対象として、学習支援のために、司法試験合格パックについては

３０，０００円引き（税込講座価格から３３，０００円引き）※、予備試験・司法試験入

門講座については２０，０００円引き（税込講座価格から２２，０００円引き）※の価格

にて購入して頂ける他校受講割引制度を設けております。 

 

他校受講割引を利用して司法試験合格パック又は予備試験・司法試験入門講座を購入す

る場合には、加藤ゼミナール事務局まで下記の記載及び添付のあるメールを送信する方

法により、お申込み下さいませ。 

 

後日、事務局より、メールの内容を確認の上、他校受講割引のディスカウントコードをお

送りいたします。受講を希望する予備試験合格パックのプランのお申込みボタンを押し

て頂き、カートページ内でお送りしたディスカウントコードを入力して頂くと、他校受講

割引価格にて司法試験合格パック又は予備試験・司法試験入門講座を購入して頂けます。 

 

件名 購入を希望なさる講座名 他校受講割引 

 

本文 

・加藤ゼミナールにおける会員ＩＤ（無料会員登録をお済ませください） 

・加藤ゼミナールで会員として登録している氏名 

・購入を希望なさる講座名（司法試験合格パックではプラン名を含む） 

・対象となる他校の講座名 

添付 対象となる他校の講座の受講を証明できるデータ（受講証・領収書等、デー

タ形式は jpg,pdf等） 

 

※税抜講座価格から３０，０００円（又は２０，０００円）を控除して得た金額に消費税率１

０％を掛けるため、税込講座価格から３３，０００円（又は２２，０００円）が控除される

ことになります。  
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３．司法試験講座説明会の参加者様特典 

 

 司法試験講座説明会の参加者様には、特典として、加藤ゼミナールの事務局より、司法

試験講座を１０％ＯＦＦ適用価格で購入できるクーポンを発行させて頂きます。 

 

 参加者様特典は、前記２の他校受講割引と併用可能でございます。 

 

【対象講座】 

講座名  通常価格 

司法試験合格パック（選択科目対策講義あり）  ６０２，８００円（税込） 

→ ５４２，５２０円（税込） 

司法試験合格パック（選択科目対策講義なし）  ５４７，８００円（税込） 

→ ４９３，０２０円（税込） 

予備試験・司法試験入門講座          ３８４，７８０円（税込） 

→ ３４６，３０２円（税込） 

基本７科目の総まくり講座 １５０，０００円（税込） 

→ １３５，０００円（税込） 

基本７科目の基礎問題演習講座 １５０，０００円（税込） 

→ １３５，０００円（税込） 

基本７科目の司法試験過去問講座 １５０，０００円（税込） 

→ １３５，０００円（税込） 

労働法速修テキスト講座 ４０，０００円（税込） 

→ ３６，０００円（税込） 

労働法重要問題１００選講座  ４０，０００円（税込） 

→ ３６，０００円（税込） 

労働法司法試験過去問講座  ４０，０００円（税込） 

→ ３６，０００円（税込） 

労働法攻略パック  ６０，０００円（税込） 

 → ５４，０００円（税込） 

労働法完全パック  ９０，０００円（税込） 

 → ８１，０００円（税込） 

経済法対策講座  ６０，０００円（税込） 

 → ５４，０００円（税込） 

総まくり講座＆基礎問題演習講座 ２２５，０００円（税込） 

→ ２０２，５００円（税込） 

基礎問題演習講座＆司法試験過去問講座 

 

２２５，０００円（税込） 

→ ２０２，５００円（税込） 

司法試験対策パック  ２２５，０００円（税込） 

→ ２０２，５００円（税込） 
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司法試験対策フルパック ３３７，０００円（税込） 

→ ３０３，３００円（税込） 

司法試験・労働法完全パック ２８８，０００円（税込） 

→ ２５９，２００円（税込） 

司法試験・経済法完全パック  ２６８，０００円（税込） 

→ ２４１，２００円（税込） 

司法試験・労働法完全フルパック  ３８８，０００円（税込） 

→ ３４９，２００円（税込） 

司法試験・経済法完全フルパック  ３６７，０００円（税込） 

→ ３３０，３００円（税込） 

 

【１０％ＯＦＦクーポンの使い方】 

カートのページにおいて「ディスカウントコード」の欄（赤枠内）に１０％ＯＦＦクー

ポンのコードを入力して頂き、ページ下部の「お支払いに進む」ボタンを押します。 

 

次のページの左上（スマートフォンでは画面上）の小計欄に１０％ＯＦＦ適用価格が表

示されますので、当該ページで「お申込みを完了する」ボタンを押して頂きますと、１０％

ＯＦＦ適用価格によるお申し込みが完了いたします。 

 

 


