
※学科試験対策 アウトプット強化講座付も有り : この講座は合格レベルの得点力の修得を目的とした「アウトプット」に特化した講座。演習を通じて弱点や実力を確認し、講義＋αの知識を身に着ける 

総合資格学院 提携割引受講料一覧 
１級建築士 

＜学科対策講座＞ 

早期学習 強化 
講座 

学科対策 
講座 

11月 

＜設計製図対策講座＞ 

設計製図対策 
講座 

7月 10月 

学
科
試
験 

製
図
試
験 

講座名 受講料 提携割引 

一級建築士 学科合格必勝コース ￥935,000 ¥22,000 

初受験の方から受験経験のある方までを対象に、基礎力から実践力までバランスよく学習して頂けます 

一級建築士 短期学科合格必勝コース ￥528,000 - 

学科試験最速合格を目指すための短期集中の学科対策講座 

一級建築士 短期合格必勝コース ￥1,001,000 ¥22,000 

実践型・短期集中の学科対策と、製図対策で、最速でストレート合格をめざす 

建築士 ダブルライセンスコース ￥1,705,000 - 

２級建築士学科試験対策から１級建築士学科試験合格までを徹底的にサポート 

建築士サポートアップ合格セット（Ｓ） ￥1,650,000 ￥22,000 

２級建築士学科試験後から２級製図対策を開始、その後２級・１級ダブルで取得を目指す 

２級建築士合格力養成学科講座付１級建築士ストレート合格コース ￥1,650,000 ￥22,000 

２級建築士合格力養成講座と１級建築士の学科・製図セットで２級、１級ダブルで取得を目指す 

講座名 受講料 提携割引 

一級建築士 設計製図講座 ￥682,000 - 

学科試験後からのスタートで設計製図試験合格を目指す 

一級建築士 ストレート合格必勝コース ￥1,375,000 ¥22,000 

受験前年からの学科対策と、実績のある製図対策で、確実にストレート合格を目指す 

一級建築士 設計製図中期必勝コース ￥858,000 - 

設計製図講座に合格実践講座（基本知識強化）が加わった充実のセット講座 

一級建築士 設計製図完全合格対策コース ￥1,089,000 - 

学科試験後からのスタートで設計製図試験合格を目指す講座 

建築士サポートアップ合格セット（ＳＫ） ￥1,804,000 ￥22,000 

２級建築士学科試験前から２級製図試験対策を万全にして確実に攻略、その後２級・１級ダブルで取得を目指す 

２級建築士短期必勝学科講座付１級建築士ストレート合格コース ￥1,595,000 ￥22,000 

２級学科からのスタートで効率よく、２級・１級ダブルで取得を目指す 

２級建築士 
＜学科対策講座＞ 

早期学習 
学科対策 

講座 

1月 

＜設計製図対策講座＞ 

設計製図対策 
講座 

7月 9月 

学
科
試
験 

製
図
試
験 

講座名 受講料 提携割引 

二級建築士 学科合格必勝コース ￥671,000 ¥22,000 

初受験の方から受験経験のある方までを対象に、基礎力から実践力までバランスよく学習して頂けます 

二級建築士 短期学科合格必勝コース ￥374,000 ￥11,000 

学科試験最速合格を目指すための短期集中の学科対策講座 

二級建築士 短期合格必勝コース ￥792,000 ¥22,000 

実践型・短期集中の学科対策と、製図対策で、最速でストレート合格をめざす 

二級建築士 中期合格必勝コース ￥858,000 ¥22,000 

実践型・短期集中の学科対策と、製図対策で、最速でストレート合格をめざす 

講座名 受講料 提携割引 

二級建築士 設計製図講座 ￥528,000 - 

学科試験後からのスタートで設計製図試験合格を目指す 

二級建築士 ストレート合格必勝コース ￥968,000 ¥22,000 

受験前年からの学科対策と、実績のある製図対策で、確実にストレート合格を目指す 

二級建築士 中期学科合格必勝コース ￥495,000 ¥22,000 

実践型・短期集中の学科対策と、製図対策で、最速でストレート合格をめざす 

二級建築士 設計製図中期必勝コース ￥682,000 - 

設計製図課題発表前からの早期対策で確実に製図試験突破を目指す 



総合資格学院 提携割引受講料一覧 
各種施工管理技士・建築設備士 

講座名 受講料 提携割引 

一級建築施工管理 一次対策合格必勝コース ￥374,000 ¥11,000 

一次試験合格に必要なインプット学習から、実践力を鍛えるアウトプット学習まで、段階的に実力を養成 

一級建築施工管理 ストレート合格必勝コース ￥715,000 ￥22,000 

一次試験対策から二次試験対策まで先を見据えた計画学習で、ストレート合格を目指す 

一級建築施工管理 一次合格対策二次コース ￥429,000 ¥11,000 

一次試験対策を学院オリジナル教材で合格へ導く、合格後二次試験対策は通学で合格を目指す 

一級土木施工管理 一次対策合格必勝コース ￥308,000 ￥5,500 

一次試験合格に必要なインプット学習から、実践力を鍛えるアウトプット学習まで、段階的に実力を養成 

一級土木工管理 二次対策コース ￥275,000 ￥5,500 

二次試験対策に必要なカギをにぎる重要科目の理解力・記述力を身に着け、合格を目指す 

一級土木工管理 ストレート合格必勝コース ￥462,000 ￥22,000 

一次試験対策から二次試験対策まで先を見据えた計画学習で、ストレート合格を目指す 

一級管工事施工管理 一次対策合格必勝コース ￥275,000 ￥5,500 

原理・原則の正しい理解からスタートして段階的に応用力を身につける 

一級管工事施工管理 二次対策コース ￥258,500 ￥5,500 

プロ講師による講義と解答文のチェック・指導により効率的に合格レベルに到達 

一級管工事施工管理 ストレート合格必勝コース ￥440,000 ￥11,000 

先を見据えた計画学習でストレート合格を狙う一次対策と二次対策のセット講座 

二級管工事施工管理 一次対策合格必勝コース ￥275,000 - 

原理・原則の正しい理解からスタートして段階的に応用力を身につける 

二級管工事施工管理 二次対策コース ￥82,500 - 

プロ講師による出題パターンを熟知し、記述力をしっかりと強化 

二級管工事施工管理 ストレート合格必勝コース ￥324,500 ￥5,500 

先を見据えた計画学習でストレート合格を狙う一次対策と二次対策のセット講座 

一級管工事施工管理 一次対策短期集中講座 ￥93,500 - 

試験範囲から重要ポイントを厳選、問題演習と解説で実践力をつける短期講座 

一級管工事施工管理 二次対策重点対策講座 ￥93,500 - 

問題演習を通して試験本番での実践力を鍛える短期集中講座 

一級建築施工管理 一次合格対策二次コースプラン（通信） ￥363,000 - 

先を見据えた計画学習でストレート合格を狙う一次対策と二次対策のセット講座 

講座名 受講料 提携割引 

一級建築施工管理 二次対策合格必勝コース ￥418,000 ￥11,000 

二次試験対策に必要な実力を、確実かつ段階的に養成 

一級建築施工管理 短期合格必勝コース ￥572,000 ¥22,000 

短期集中の一次試験対策と二次試験対策で、最速ストレート合格を目指す 

二級建築施工管理 一次対策合格必勝コース ￥247,500 - 

規則的な「通学学習」で着実に実力を養成 

二級建築施工管理 二次対策コース ￥154,000 - 

一次試験対策・二次試験対策の「一体的な指導」で効率よく「一発合格」を実現 

二級建築施工管理 ストレート合格必勝コース ￥341,000 ￥5,500 

一次試験対策・二次試験対策の「一体的な指導」で効率よく「一発合格」を実現 

二級土木施工管理 一次対策合格必勝コース ￥231,000 - 

基礎からの段階的な学習で合格に必要な知識の定着を図る 

二級土木施工管理 二次対策コース ￥132,000 - 

プロ講師による記述指導で記述力をしっかりと強化 

二級土木施工管理 ストレート合格必勝コース ￥297,000 ￥5,500 

一次試験対策・二次試験対策の「一体的な指導」で効率よく「一発合格」を実現 

一級造園施工管理 一次対策ＷＥＢコース ￥198,000 - 

効率的な学習で一次試験対策を自宅にいながら効率よく学習 

一級造園施工管理 二次対策ＷＥＢコース ￥44,000 - 

効率的な学習で二次試験対策を自宅にいながら効率よく学習 

建築設備士 学科合格必勝コース ￥352,000 ￥5,500 

ポイントを的確に押さえた効率的な学習で確実に合格レベルの力を養成 

建築設備士 設計製図コース ￥396,000 ￥5,500 

課題発表前から実力養成をし、ほかの受験生に大きく差をつける 

建築設備士 ストレート合格必勝コース ￥660,000 ￥11,000 

効率的な学習で一次試験対策を自宅にいながら効率よく学習 

建築設備士 学科合格対策プラン ￥407,000 ￥5,500 

効率的な学習で二次試験対策を自宅にいながら効率よく学習 

建築設備士 設計製図コース ￥396,000 ￥5,5000 

課題発表の前から実力養成をし、ほかの受験生に大きく差をつける 

注１：記載の受講料は全て「税込み」の価格です     



総合資格学院 提携割引受講料一覧 
構造・設備１級建築士 

講座名 受講料 提携割引 

設備設計一級建築士 合格必勝コース ￥935,000 ¥22,000 

総合資格学院の指導ノウハウで超難関の終了考査も確実に攻略 

設備設計一級建築士 法適合確認対策コース ￥473,000 ￥5,500 

出題ポイントを厳選したカリキュラムで法適合確認を集中的に学習 

設備設計一級建築士 設計製図対策コース ￥550,000 ¥5,500 

本番形式のアウトプットトレーニングで終了考査で求められる実戦力を徹底強化 

講座名 受講料 提携割引 

構造設計一級建築士 合格必勝コース ￥968,000 ¥22,000 

総合資格学院の指導ノウハウで超難関の終了考査も確実に攻略 

構造設計一級建築士 法適合確認対策コース ￥440,000 ￥5,500 

出題ポイントを厳選したカリキュラムで法適合確認を集中的に学習 

構造設計一級建築士 構造設計対策コース ￥550,000 ¥5,500 

本番形式のアウトプットトレーニングで終了考査で求められる実戦力を徹底強化 

宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・インテリアコーディネーター 

講座名 受講料 提携割引 

宅建パーフェクト合格必勝コース ￥286,000 ¥11,000 

充実の「早期講座」+合格に求められる総合力を養成する「宅建総合講座」で完全合格を目指す 

宅建合格必勝コース ￥242,000 ￥11,000 

試験突破に必須な項目を総合的に学習するカリキュラムで、無理なく合格レベルの実力を養成 

宅建超短期合格コース ￥104,500 ¥5,500 

受講生是認合格に向けたマネジメント、合格の軌道に乗り切れる様に万全のサポート 

宅建ビクトリーコース ￥220,000 ¥11,000 

すでに学習の基礎が出来ている受験生へ向けた実力者向けのカリキュラム 

講座名 受講料 提携割引 

インテリアコーディネーター 一次対策コース ￥313,500 ¥11,000 

一次試験の出題ポイントを効率よく学習し、初学者でも確実に合格レベルの実力を養成 

インテリアコーディネーター 二次対策コース ￥187,000 ￥5,500 

字睦未経験でも二次試験攻略に必要な図面作成や論文記述の能力を着実に養成 

賃貸不動産経営管理士 WEB対策講座 ￥90,200 - 

本番形式のアウトプットトレーニングで終了考査で求められる実戦力を徹底強化 

注１：記載の受講料は全て「税込み」の価格です      

●無料サポート内容 
 ①資格取得ガイダンス     （新入社員やレベルアップ研修を随時開催）    
 ②業界セミナー        （建築・土木学生へ業界研究セミナー等を実施） 
 ③採用活動          （学生と企業の橋渡し） 
  ④法定講習          （有資格者の定期講習を全国校舎で実施） 

その他、総合資格学院が皆様に出来る事 

●法定講習 
 

 

 ・監理技術者講習  ・宅建登録講習  ・宅建登録実務講習  ・一級建築士定期講習  ・二級建築士定期講習  ・管理建築士講習  ・第一種電気工事士定期講習 

◆中央工学校OSAKA 担当校舎は ： 総合資格学院 梅田校です 
お問合せ先 ： ☎06-4709-8111 ✉umeda@shikaku.co.jp  〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ビル8F ← 梅田校のＨＰはこちら 

 
 ⑤模擬試験          （各資格で開催、成績表作成等） 
 ⑥願書無料取り寄せサービス  （各種無料取寄せ） 
 ⑦当学院講座説明会/校舎見学会 （個別ガイダンス等を開催） 
 


