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※申込書と一緒に合格証書（コピー/画像）をお送りください。お手元にない方は、入手後FAX・ご郵送ください。
都 道

府 県

※発送物の送付先が現住所と異なる方のみ下記にご記入ください。

〒 －

※建物名・部屋番号がある方は必ずご記入ください。

■お支払方法（銀行振込）　

振込先口座　（印をつけてください）
□ 三菱UFJ銀行　 虎ノ門支店　　　　 普通　1247848

□ みずほ銀行　　　　　丸の内中央支店 普通　1003465

□ 三井住友銀行　　　　　神田支店　 普通　5087971
□ りそな銀行 九段支店 普通　0120426

通番

担当

2020年12月1日

株式会社 大阪宅建サポートセンター

2021年宅建登録実務講習（合格者）特別割引価格のご案内
　　 大阪宅建サポートセンターでは、LEC（れっく）東京リーガルマインドとの提携に基づき、会員の皆様が特別価格にて

　ご受講いただける宅建登録実務講習について、ご案内いたします。

　　 従業者の方で宅建士試験に合格されていて、2年以上の実務経験のない新入社員・途中入社の方々などが入社後、

　即戦力となれる実務講習になりますので、是非ともご案内いただき、宅建士の登録にお役立ていただければ幸いでございます。

●お申込方法●下記お問合せ・お申込みの欄をご覧の上「ＦＡＸ」か「Ｅメール」でお申込み願います　　　　

大阪府・奈良県・和歌山県 宅建協会会員様専用　2021年LEC宅建登録実務講習【合格者】 受講申込書　FAX　06-6374-5284

私は＜登録実務講習申込案内＞をすべて読み、LEC申込規定・注意事項・個人情報の取り扱い等に同意のうえ、受講を申込みます。 申込日　20　　　　年　　　　　月　　　　　日

氏　名

[フリガナ] 性　別 生年月日 会員番号（お持ちの方）

男　 ・　 女
[西暦]

年 月 日

E-mail

現住所

※建物名・部屋番号がある方は必ずご記入ください。

都　道

府　県

TEL [自宅] 　　　　　　－　　　　　－　　　　　　 [携帯] 　　　　　　－　　　　　－　　　　　　

※宅建試験合格証氏名と申込氏名が異なる場合は理由を右欄よりご選択ください。⇒ ① 婚姻等　　　② 通称名(外国籍の方)　　　③ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

合格地

勤務先

名　称 支店・部署名 T E L

号 合格年度合格証書番号 第

第1希望 第2希望 第3希望

年

発送物発送先 T E L

都　道

府　県

スクーリング希望欄

月 月 月

本校 本校 本校

口座名義：㈱東京リーガルマインド

申請課　使用欄

クラス クラス クラス

スクーリング日

※事前にお振込のうえ、証明書類をのりしろ右上に合わせて貼り
付けてください（ｺﾋﾟｰ可）。振込証明書類が大きい場合には、別紙
にてお送りください。

※振込手数料はご負担ください。

※金融機関窓口でお振込の場合は、金融機関印が押印された
振込控えを貼り付けてください。ＡＴＭをご利用の場合は、ＡＴＭ
より出力される「ご利用明細票」等の振込控えを貼り付けてくださ
い。

※インターネットバンキング等をご利用の場合は、振込内容が確
認できる画面のコピー等を、別紙として添付してください。

※残高等の情報は塗りつぶしていただいても問題ありません。

振込証明書類　貼付欄（のりしろ）

受付日

/

企業コード

B9000854 野口

※申込締切時に、申込者数が5名以下のクラスは 

  実施中止となり、別のクラスをご案内致します。 

≪注意事項≫ 

● 申込後の割引は一切適用できません。 

●この申込書は法人事業本部専用のため、ＬＥＣコールセンターでの取り扱いは一切いたしません。 

《個人情報の取り扱いについて》 
LECが取得した情報は、商品・教材・特典等の発送、お客様への連絡、資格試験の情報提供、LECのサービス・商品・人
材募集等のご案内、メールマガジンの配信、所属企業における研修を受講される場合は、企業様との契約に基づく、所
属企業(団体)の人事・教育担当者様への提供に利用させていただきます。その他個人情報の取り扱いに関しましては、
LECのプライバシーポリシーをご覧ください。https://www.lec-jp.com/privacy.html 

LEC申込規定：https://www.lec-jp.com/kouzamoushikomi.html 

■お申込方法  
上記太枠内をすべて記入いただき、振込証明書類を添付のうえ 

ＦＡＸまたはメールにて「お問合せ・お申込み」記載の宛先にお送りください。 

特別受講料金：15,000円(税込) 

              ＬＥＣ東京リーガルマインド 大阪法人営業課 
               〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 ABC-MARTビル（受付４Ｆ） 

                   ＴＥＬ： 06-6374-5018 (月～金：9：00～18：00) 

                  ＦＡＸ： 06-6374-5284 (24時間受付) 

              ＭＡＩＬ：osk-houjin-eigyo01 @lec-jp.com (24時間受付)    担当：野口 

お問合せ 

お申込み 

LEC登録実務講習受講料（会員様限定！）定価 22,000円（税込）⇒特別受講料15,000円（税込） 
 ※例年同時期にご案内しておりました宅建登録講習（5問免除）につきましては、講座申込開始日の延期に伴 

  いまして2月中旬を予定しております。 

 梅田駅前本校 他で実施！詳細及びスケジュールは下記URLもしくはQRコードよりご確認いただけます。 

 https://form.k3r.jp/partnerlec/2021osakatakkenjitsumu 

現住所

勤務先

その他
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ご本人様へのご連絡がつかない場合、勤務先へご連絡させていただくことがございます。予めご了承ください。

※発送物の送付先が現住所と異なる方のみ下記にご記入ください。

〒 －

※建物名・部屋番号がある方は必ずご記入ください。

■お支払方法（銀行振込）

振込先口座　（印をつけてください）
□ 三菱UFJ銀行　 虎ノ門支店　　　　 普通　1247848
□ みずほ銀行　　　　　丸の内中央支店 普通　1003465

□ 三井住友銀行　　　　　神田支店　 普通　5087971

□ りそな銀行 九段支店 普通　0120426

※振込手数料はご負担ください。

※残高等の情報は塗りつぶしていただいても問題ありません。

● 申込後の割引は一切適用できません。

● この申込書は法人事業本部専用のため、ＬＥＣコールセンターでの取り扱いは一切いたしません。

通番

担当

都　道

府　県

TEL [自宅]

受付日

名　称

勤務先

T E L

申請課　使用欄

支店・部署名

スクーリング希望欄

氏　名

[フリガナ] 性　別 生年月日

男　 ・　 女

　　　　　　－　　　　　－　　　　　　 [携帯] 　　　　　　－　　　　　－　　　　　　

[西暦]
年 月 日

E-mail

現住所

都　道

府　県

第3希望第2希望第1希望

2021年2月18日

2021年宅建登録講習（5問免除）特別割引価格のご案内
　大阪宅建サポートセンターでは、LEC（れっく）東京リーガルマインドとの提携に基づき、会員の皆様が特別価格にてご受講

いただける宅建登録講習について、ご案内いたします。何卒、お申込をご検討いただき、早い時期にご受講いただければと思います。

株式会社 大阪宅建サポートセンター

　貴社の従業員の方で2021年宅建士試験の受験予定者がおられましたら是非ともご案内いただき、合格への近道としてご活用

いただければ幸いでございます。

※インターネットバンキング等をご利用の場合は、振込内容が確認
できる画面のコピー等を、別紙として添付してください。

大阪府・奈良県・和歌山県 宅建協会会員様専用　2021年LEC宅建登録講習【5問免除】 受講申込書　FAX　06-6374-5284

発送物発送先

　　　●お申込方法●下記お問合せ・お申込みの欄をご覧の上「ＦＡＸ」か「Ｅメール」でお申込み願います　　　　

T E L

口座名義：㈱東京リーガルマインド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本校

スクーリング日

クラス　　クラスクラス

企業コード

B9000854 野口

振込証明書類　貼付欄（のりしろ）

※事前にお振込のうえ、証明書類をのりしろ右上に合わせて貼り付
けてください（ｺﾋﾟｰ可）。振込証明書類が大きい場合には、別紙にて
お送りください。

※金融機関窓口でお振込の場合は、金融機関印が押印された振込
控えを貼り付けてください。ＡＴＭをご利用の場合は、ＡＴＭより出力さ
れる「ご利用明細票」等の振込控えを貼り付けてください。

/

私は＜登録講習申込案内＞をすべて読み、LEC申込規定・注意

事項・個人情報の取り扱い等に同意のうえ、受講を申込みます。
申込日　20　　　　年　　　　月　　　　日

LEC申込規定： https://www.lec-jp.com/kouzamoushikomi.html

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾎﾟﾘｼｰ： http://www.lec-jp.com/privacy.html

会員番号（お持ちの方）

※建物名・部屋番号がある方は必ずご記入ください。

 ※１２月よりご案内しております宅建登録実務講習につきましても、引き続き講座申込受付しております。 

※希望日程の2ヶ月前までにお申込ください。   

 最終申込締切日 5月31日まで  

※お申込のタイミングによって、第2・3希望となる場合がございます。 

  ご希望のクラスが満席の場合は、ご受講いただける別のクラスを 

  ご案内致します。 

≪注意事項≫ 

 

■お申込方法  
上記太枠内をすべて記入いただき、振込証明書類を添付のうえ 

ＦＡＸまたはメールにて「お問合せ・お申込み」記載の宛先にお送りください。 

特別受講料金：11,000円(税込) 

              ＬＥＣ東京リーガルマインド 大阪法人営業課 
               〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 ABC-MARTビル（受付４Ｆ） 

                   ＴＥＬ： 06-6374-5018 (月～金：9：00～18：00) 

                  ＦＡＸ： 06-6374-5284 (24時間受付) 

                           ＭＡＩＬ：osk-houjin-eigyo01@lec-jp.com (24時間受付)    担当：野口 

お問合せ 

お申込み 

LEC登録講習受講料（会員様限定！） 定価 18,000円（税込）⇒特別受講料11,000円（税込） 

宅建業従業者証明書 

貼 付 欄 
 

※有効期限切れの方は申込不可 

※不備・不明点がある場合はご連絡致します。 

ご了承ください。 

梅田駅前本校 他で実施！詳細及びスケジュールは下記URLもしくはQRコードよりご確認いただけます。 

https://digipanf.lec-jp.com/210731DV2102014/book/ 

現住所

勤務先

その他
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