
〔2022・2023・2024年合格目標〕
社会保険労務士講座期間限定割引

教育訓練給付金対象

学習経験者対象中級パックコース

教育訓練給付金対象

受験経験者対象中上級パックコース

教育訓練給付金対象

受験経験者対象上級パックコース

教育訓練給付金対象

〔2022年合格目標〕中級パーフェクトコース

〔2022・23年合格目標〕中級セーフティコース

〔2022・23年合格目標〕中上級W受講セーフティコース

〔2022年合格目標〕中上級W受講パーフェクトコース
教育訓練給付金対象

初学者対象パックコース

〔2022・23年合格目標〕一発ストレート合格セーフティコース

〔2022年合格目標〕カレッジスピードマスターコース

〔2022・23年合格目標〕カレッジＷチャレンジスピードマスターコース

〔2023・24年合格目標〕カレッジグローアップＷセーフティコース

〔2023年合格目標〕カレッジＷチャレンジセーフティコース

〔2022年合格目標〕一発ストレート合格パーフェクトコース

〔2022・23年合格目標〕上級パーフェクトセーフティコース

〔2022年合格目標〕上級スタンダードコース

〔2022・23年合格目標〕上級スタンダードセーフティコース

〔2022年合格目標〕上級パーフェクトコース

TEL 0570-01-1153
クレアール社労士 検 索

クレアール本館

〒101‒0061 東京都千代田区神田三崎町1-1-17 ハヤシビル https://www.crear-ac.co.jp/sharoshi

社労士の学習が初めての方
基礎学習が終了していない方 にオススメ

※学費ローン無金利の対象コース
・一発ストレート合格セーフティコース
・カレッジWチャレンジスピードマスターコース
・カレッジグローアップWセーフティコース
・カレッジＷチャレンジセーフティコース
・中級セーフティコース
・中上級W受講セーフティコース
・上級パーフェクトセーフティコース
・上級スタンダードセーフティコース

172128082A

172128082B

172128082C

2022年

2022年

2022年

164,000円

15,000円

12,000円

86,920

15,000

12,000

円

円

円

中級パーフェクトコース Web通信

中級パーフェクトコース オプションDVD

中級パーフェクトコース オプション答練資料

社会保険労務士（中上級）

社会保険労務士（中上級）

社会保険労務士（中上級）

コース番号 講座 コース 一般価格 期間限定割引価格目標年度

学費ローン無金利
月謝感覚でお申込可能

12回払いまでは、金利負担ゼロ
※

択一試験 の方に
オススメ

自己
採点30～40点

5月申込 47％OFF■随時Web視聴開始 ■全385単元（228時間）

172128083A

172128083B

172128083C

2023年

2023年

2023年

210,000円

25,000円

24,000円

111,300

25,000

24,000

円

円

円

中級セーフティコース Web通信

中級セーフティコース オプションDVD

中級セーフティコース オプション答練資料

社会保険労務士（中上級）

社会保険労務士（中上級）

社会保険労務士（中上級）

コース番号 講座 コース 一般価格 期間限定割引価格目標年度

5月申込 47％OFF■随時Web視聴開始 ■全590単元（356時間）

172128084A

172128084B

172128084C

2022年

2022年

2022年

187,000円

15,000円

12,000円

99,110

15,000

12,000

円

円

円

中上級W受講パーフェクトコース Web通信

中上級W受講パーフェクトコース オプションDVD

中上級W受講パーフェクトコース オプション答練資料

社会保険労務士（中上級）

社会保険労務士（中上級）

社会保険労務士（中上級）

コース番号 講座 コース 一般価格 期間限定割引価格目標年度

択一試験 の方に
オススメ

自己
採点35～40点

5月申込 47％OFF■随時Web視聴開始 ■全393単元（238時間）

172128085A

172128085B

172128085C

2023年

2023年

2023年

233,000円

25,000円

24,000円

123,490

25,000

24,000

円

円

円

中上級W受講セーフティコース Web通信

中上級W受講セーフティコース オプションDVD

中上級W受講セーフティコース オプション答練資料

社会保険労務士（中上級）

社会保険労務士（中上級）

社会保険労務士（中上級）

コース番号 講座 コース 一般価格 期間限定割引価格目標年度

5月申込 47％OFF■随時Web視聴開始 ■全598単元（366時間）

172108058A

172108058B

172108058C

2022年

2022年

2022年

192,000円

20,000円

10,000円

94,080

20,000

10,000

円

円

円

一発ストレート合格パーフェクトコース Web通信

一発ストレート合格パーフェクトコース オプションDVD

一発ストレート合格パーフェクトコース オプション答練資料

社会保険労務士（初学）

社会保険労務士（初学）

社会保険労務士（初学）

コース番号 講座 コース 一般価格 期間限定割引価格目標年度

5月申込 51％OFF■随時Web視聴開始 ■全266単元（189時間）

172108059A

172108059B

172108059C

2023年

2023年

2023年

248,000円

35,000円

22,000円

121,520

35,000

22,000

円

円

円

一発ストレート合格セーフティコース Web通信

一発ストレート合格セーフティコース オプションDVD

一発ストレート合格セーフティコース オプション答練資料

社会保険労務士（初学）

社会保険労務士（初学）

社会保険労務士（初学）

コース番号 講座 コース 一般価格 期間限定割引価格目標年度

5月申込 51％OFF■随時Web視聴開始 ■全611単元（397時間）

172108060A

172108060B

172108060C

2022年

2022年

2022年

157,000円

18,000円

7,000円

76,930

18,000

7,000

円

円

円

カレッジスピードマスターコース Web通信

カレッジスピードマスターコース オプションDVD

カレッジスピードマスターコース オプション答練資料

社会保険労務士（初学）

社会保険労務士（初学）

社会保険労務士（初学）

コース番号 講座 コース 一般価格 期間限定割引価格目標年度

5月申込 51％OFF■随時Web視聴開始 ■全213単元（158時間）

172108061A

172108061B

172108061C

2023年

2023年

2023年

213,000円

33,000円

19,000円

104,370

33,000

19,000

円

円

円

カレッジＷチャレンジスピードマスターコース Web通信

カレッジＷチャレンジスピードマスターコース オプションDVD

カレッジＷチャレンジスピードマスターコース オプション答練資料

社会保険労務士（初学）

社会保険労務士（初学）

社会保険労務士（初学）

コース番号 講座 コース 一般価格 期間限定割引価格目標年度

5月申込 51％OFF■随時Web視聴開始 ■全558単元（366時間）

172108062A

172108062B

172108062C

2024年

2024年

2024年

401,000円

45,000円

27,000円

196,490

45,000

27,000

円

円

円

カレッジグローアップＷセーフティコース Web通信

カレッジグローアップＷセーフティコース オプションDVD

カレッジグローアップＷセーフティコース オプション答練資料

社会保険労務士（初学）

社会保険労務士（初学）

社会保険労務士（初学）

コース番号 講座

172108065A

172108065B

172108065C

社会保険労務士（初学）

社会保険労務士（初学）

社会保険労務士（初学）

コース番号 講座

コース 一般価格 期間限定割引価格目標年度

5月申込 51％OFF■随時Web視聴開始 ■全1050単元（684時間）

172128086A

172128086B

172128086C

2022年

2022年

2022年

158,000円

12,000円

12,000円

83,740

12,000

12,000

円

円

円

上級パーフェクトコース Web通信

上級パーフェクトコース オプションDVD

上級パーフェクトコース オプション答練資料

社会保険労務士（中上級）

社会保険労務士（中上級）

社会保険労務士（中上級）

コース番号 講座 コース 一般価格 期間限定割引価格目標年度

択一試験 の方に
オススメ

自己
採点40点以上

5月申込 47％OFF■随時Web視聴開始 ■全253単元（158時間）

172128087A

172128087B

172128087C

2023年

2023年

2023年

204,000円

20,000円

24,000円

108,120

20,000

24,000

円

円

円

上級パーフェクトセーフティコース Web通信

上級パーフェクトセーフティコース オプションDVD

上級パーフェクトセーフティコース オプション答練資料

社会保険労務士（中上級）

社会保険労務士（中上級）

社会保険労務士（中上級）

コース番号 講座 コース 一般価格 期間限定割引価格目標年度

5月申込 47％OFF■随時Web視聴開始 ■全458単元（286時間）

172128088A

172128088B

172128088C

2022年

2022年

2022年

128,000円

10,000円

12,000円

67,840

10,000

12,000

円

円

円

上級スタンダードコース Web通信

上級スタンダードコース オプションDVD

上級スタンダードコース オプション答練資料

社会保険労務士（中上級）

社会保険労務士（中上級）

社会保険労務士（中上級）

コース番号 講座 コース 一般価格 期間限定割引価格目標年度

5月申込 47％OFF■随時Web視聴開始 ■全205単元（128時間）

172128089A

172128089B

172128089C

2023年

2023年

2023年

174,000円

18,000円

24,000円

92,220

18,000

24,000

円

円

円

上級スタンダードセーフティコース Web通信

上級スタンダードセーフティコース オプションDVD

上級スタンダードセーフティコース オプション答練資料

社会保険労務士（中上級）

社会保険労務士（中上級）

社会保険労務士（中上級）

コース番号 講座 コース 一般価格 期間限定割引価格目標年度

5月申込 47％OFF■随時Web視聴開始 ■全410単元（256時間）

51%
OFF

初学者コース

47%
OFF

中上級者コース

オススメ

2023年

2023年

2023年

195,000円

28,000円

12,000円

95,550

28,000

12,000

円

円

円

カレッジＷチャレンジセーフティコース Web通信

カレッジＷチャレンジセーフティコース オプションDVD

カレッジＷチャレンジセーフティコース オプション答練資料

コース 一般価格 期間限定割引価格目標年度

5月申込 51％OFF■随時Web視聴開始 ■全489単元（321時間）

人気

申込注意事項
●価格はすべて消費税・教材費・送料込みの金額です。●オプションDVD、オプション答練資料は期間限定割引はありません。一般価格でお申し込みください。
●オプションDVD、オプション答練資料のみのお申し込みはできません。●他の割引制度との併用はできません。●各コースのカリキュラム等の詳細は別冊のパンフレットをご覧ください。
●オプションDVD、オプション答練資料を同時に申し込みされる場合は、コース条件検索が便利です。コース番号指定検索の場合は数字のみを入力し検索ください。



※各お支払い方法の詳細は
右記をご参照ください。お
支払い方法により、教材到
着までの日数が異なります。

受講手続きのご案内
受講手続きにはインターネットとメールアドレスが必要になります。
申込から学習スタートまでの流れ

コース
選択

会員
登録

講座
確認

支払方法
選択 ご決済 申込受付

完了
教材
発送

学習
スタート

1 2 3 4 5 6 7 8

受講手続きスタート

申込受付/コース選択

コース番号指定の場合 コース条件指定の場合

コースを検索します。検索の方法は「コース番号指定」と「コース条件
指定」の2通りあります。

クレアールWebサイト
講座のお申込み をクリックかまたは下記へアクセスしてください。

・e-クレアール会員の方は会員番号とパスワードをご入力ください。
・クレアールで初めて講座申込をされる方は、「はじめての方はこちら」
より「新規e-クレアール会員登録」を行ってください。
・「ｍ」から始まるID（会員番号）は使用できません。「新規e-クレアー
ル会員登録」をお願い致します。

・クレジットカード  ・コンビニ（番号通知）
・払込票（コンビニ・ゆうちょ）  ・ペイジー
は三菱UFJニコスEC決済ソリューションを利用してい
ます。「確定」ボタンを押すと三菱UFJニコスのサイトへ
遷移します。

・銀行振込  ・学費ローン（Web・書面）
は申込受付完了のメールを配信いたします。お支払いをお願いいたし
ます。
学費ローンはジャックスを利用しております。学費ローン（Web）の場
合は、メール記載のURLよりジャックスのWebサイトへアクセスして
ください。

メールアドレスを入力し、「送信ボタン」をクリックします。

申込受付/会員登録

申込受付/メールアドレス入力（新規登録のみ）

クレアールから届いたメールに記載のURLをクリックします。

メールを受信（新規登録のみ）

名前、生年月日、住所等の会員情報を入力します。（メール受信30分以内）

申込受付/会員情報入力（新規登録のみ）

会員登録が完了されましたので、登録内容をご確認ください。

申込受付/会員確認

お申し込みの内容をご確認ください。

申込受付/申込確認

① 「申込コース」「お支払い金額」をご確認ください。
② 「教育訓練給付制度」の利用をご選択ください。
　※教育訓練給付制度のご利用は対象コースのみとなります。
③ お支払い方法をご選択ください。
　 ・クレジットカード
　 ・コンビニ（番号通知）
　 ・払込票（コンビニ・ゆうちょ）
　 ・ペイジー
　 ・銀行振込
　 ・学費ローン（Web）
　 ・学費ローン（書面）
④ ご質問・ご希望・特記事項がありましたら「通信欄」に
　 ご入力ください。

申込受付/申込登録

※オプション等、複数のコースを申し込む場合は追加してください。

①
②

③
④

講座を選択

コース検索
ご希望のコースを「申込」

①
②
③
④
⑤
⑥

講座を選択
学習スタイルを選択
コース種別を選択
目標年度を選択
コース検索
ご希望のコースを「申込」

Webサイト・パンフレット・
チラシ・に記載の「コース番
号」を入力

https://www.crear-ac.co.jp/
　　　　　　moushikomihouhou/

〔短縮URL〕 https://cre.exp.jp/mk

※各コース左にある「申込」ボタンをクリックしてください。 銀 行 振 込

[指定口座]  口座名  （株）クレアール
●三井住友銀行　神田支店　普通 1477834
●三菱UFJ銀行　神保町支店　普通 0693024

●みずほ銀行　九段支店　普通 2446141
●りそな銀行　九段支店　普通 1282548

7日以内 翌日～翌々日 3～5日後

銀行口座を選んでご入金いただく方法です

■銀行口座へのご入金に関する注意事項
・申込より7日以内にご入金をお願いいたします。
・期間限定割引キャンペーンなどで月末最終日が割引
期限となっている場合、その月の平日最終日14時ま
でにご入金ください。(31日が土曜の場合、30日の14
時が期限となります)

・銀行振込を選択された場合、振込用紙の送付はいたし
ません。

指定口座への
ご入金 入金確認 教材発送 学習スタート

払込票（コンビニ・ゆうちょ） 払込票を送付しますので到着まで3日程度かかります

■払込票でのご入金に関する注意事項
・コンビニの上限額は30万円です。30万円を超える場合は
ゆうちょでお支払いください。

・申込より10日以内にご入金をお願いいたします。

・期間限定割引キャンペーンなどで月末最終日が割引期限と
なっている場合、その月の平日最終日14時までにご入金くだ
さい。(31日が土曜の場合、30日の14時が期限となります)

・払込票は三菱UFJニコスより送付されます。クレアール
からは送付されません。申込受付後、到着まで3日程度
かかります。

10日以内 翌日～翌々日 3～5日後

コンビニまたは
ゆうちょでご入金

3日程度

払込票の送付
（三菱UFJニコスより） 入金確認 教材発送 学習スタート

コンビニ（番号通知） 最寄りのコンビニ店舗でお支払いいただけます

[対応可能なコンビニ]
●セブンイレブン ●ローソン ●ファミリーマート
●ミニストップ ●デイリーヤマザキ ●セイコーマート
※上記以外の店舗をご希望の場合は払込票をお選びください。

■コンビニでのご入金に関する注意事項
・コンビニ店舗でのお支払い上限額は30万円となります。
・店舗によってお支払いの手続き方法が異なります。
・コンビニではクレジットカードでのお支払いはできません。
・万一、申込フォームへのご入力後に番号が通知されない場合は、お申しつけください。

7日以内

指定店舗での
ご入金

ご入力後すぐ

メールで番号通知

ご入力後すぐ

三菱UFJニコスWebサイト
でのご入力

翌日～翌々日

入金確認

3～5日後

教材発送 学習スタート

学習スタート

■ペイジーでのご入金に関する注意事項
・ATMで現金でのお支払いをされる場合の限度額は10万円となります。　・万一、申込フォームへのご入力後に番号が通知されない場合はお申しつけください。

ペイジー ATMまたはインターネットバンキングからのご入金

7日以内 翌日～翌々日 3～5日後

ATMまたはネットバンク
でのご入金

ご入力後すぐ

メールで番号通知

ご入力後すぐ

三菱UFJニコスWebサイト
でのご入力 入金確認 教材発送

学費ローン 頭金不要！最大60回の分割払いができます（Webまたは書類でお申込みいただけます）

※保証人が必要な場合は「書類決済」でのお取り扱いとなります。

[お支払回数]
●3回 ●6回 ●10回 ●12回 ●15回 ●18回 ●20回
●24回 ●30回 ●36回 ●42回 ●48回 ●54回 ●60回

※お支払回数によって手数料率が異なります。

7日以内 2日以内 ご指定の日時

必要事項を入力ローン手続きご案内
のメール配信

ご入力後24時間以内

審査 本人確認（電話）

3～5日後

教材発送 学習スタート

学習スタート
7日以内 2日以内 ご指定の日時

必要事項を
記入して返送

ローン申込書
を郵送

ご入力翌日～翌々日

審査 本人確認（電話）

3～5日後

教材発送

・期間限定割引キャンペーンをご利用の場合、本人確認までの
ステップを期限内にお済ませいただくようお願いいたします。

・書類決済の場合、記入漏れや押印漏れのないようご注意くだ
さい。

クレジットカード（Web決済） オンラインで決済手続きができます

[対応しているお支払回数] ※お持ちのカードによって異なる場合がございます。
●Visa、Master　
  （1回、2回、3～24回、リボ、ボーナス一括）

●JCB、AMEX
  （1回、3～24回、リボ、ボーナス一括）

[使用可能なカード]
●Visa ●Master
●JCB ●AMEX　

3～5日後ご入力後すぐ

カード決済

ご入力後すぐ

教材発送 学習スタート
■クレジットカードでのご入金に関する注意事項
・ご利用前にご設定されている利用限度額にご注意
ください。

・現在引き落とし待ちになっているものがあった場合、
利用限度額から引き落とし待ちの金額を差し引い
た金額が利用可能な金額となります。

・決済手続きがスムーズにできない場合は事務局まで
お気軽にご相談ください。

三菱UFJニコスWebサイト
でのご入力

■ローンでのお申込みに関する注意事項
・頭金は不要です。
・20歳未満の方は保証人が必要となります。
・保証人が必要な場合は「書類決済」のみとなります。

Web決済
の場合

書類決済
の場合


