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辰已法律研究所 教育ローンのご案内

Ti 18082101
制作 著作 / 東京本校

行政書士試験講座＆
社労士試験講座

※分割払い手数料は辰已法律研究所が負担いたします。

例えば、受講料￥150,000 の講座を 36 回払いでご利用の場合、

分割払い手数料￥14,280（実質年率 6％）がキャンペーン期間中は￥0 に！
是非このチャンスをお見逃しなく！

行政書士試験対策と社労士試験対策の講座（通学・通信）を手数料 0 円でお申込みいただけます（書籍・DVD は対象外）。
ご利用金額 30,000 円以上、1 回のお支払いが 3,000 円以上からご利用可能です。
お支払い回数は 3 回〜 36 回、ボーナス併用払いも OK です。

行政書士試験講座・社労士試験講座

キャンペーン期間：

2018 年

9/1（土）〜 10/31（水）

■ご利用方法
・行政書士試験講座・社労士試験講座 手数料 0 円キャンペーンは 2018 年 9 月 1 日（土）〜 10 月 31 日（水）お申込み分の
みのお取扱いとさせていただきます（通学・通信講座のみとなります / 書籍・DVD は対象外）。
・本キャンペーンは辰已各本校（東京・横浜・大阪・京都・名古屋・福岡）及び E ローン（http://www.tatsumi.co.jp/eloan_
top/）にてご利用になれます（提携校ではご利用になれません）。
・本キャンペーンでのお支払いは 3 回〜 36 回でお選びいただけます。
・ご利用金額 30,000 円以上、1 回のお支払いが 3,000 円以上から可能です。
※ご注意
教育ローン 0 円キャンペーンは行政書士試験対策講
・教育ローンの詳細につきましては辰已各本校までお問い合わせください。
座及び社労士試験対策講座のみの実施となります。
・教育ローンお取扱い会社「株式会社 ジャックス」

辰已法律研究所
http://www.tatsumi.co.jp/

東京本校
横浜本校
大阪本校
京都本校
名古屋本校
福岡本校

〒 169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-3-6
〒 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 2-23-5 銀洋第 2 ビル 4F
〒 530-0051 大阪市北区太融寺町 5-13 東梅田パークビル 3F
〒 604-8187 京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町 435 京都御池第一生命ビルディング 2F
〒 450-0003 名古屋市中村区名駅南 1-23-3 第 2 アスタービル 4F
〒 810-0001 福岡市中央区天神 2-8-49 ヒューリック福岡ビル 8F

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

03-3360-3371（代表）
045-410-0690（代表）
06-6311-0400（代表）
075-254-8066（代表）
052-588-3941（代表）
092-726-5040（代表）

教育ローン

月謝感覚で分割払い…
安心で便利な教育サービス

1 月々￥3,000 から！ 安心クレジット

テレビなどでおなじみの『ジャックス』
との提携による教育クレジットです

無理なくお支払いいただけます。
（3 万円以上のご利用よりお取扱いします）

2 支払回数は 3 回〜 36 回 ★ 希望回数が指定できます
3 原則保証人不要！※ 手続簡単！スピーディー！！

★通常時は最大 60 回までですが、キャ
ンペーン時は最大 36 回となります。
手続はいたって簡単。
しかもスピーディー。

利用方法

■申込手続きの流れ
教育クレジット申込書をお取り寄せの上、
必要事項をご記入ください。
銀行印
（本人印および保証人印）
・銀行支店名と口座番号・教
育クレジット申込書
（必要事項記入済）
を御用意のうえ、
辰已各
本校まで御来所ください。
※書類に不備があると受け付けられません。御注意ください。

クレジット会社による書類審査

講座

書籍・DVD
※ 0 円キャンペーンでは
書籍・DVD は対象外

講座開講10日前迄に手続をお願いしま
す。審査完了まで、会員証の発行・講座の
受講ができません。予めご了承下さい。

会員証の発行→講座受講

商品の購入

※1 但し、ジャックスより申し入れがあった場合は除きま
す。また、学生の方は親権者の連帯保証人にてお願い
いたします。
※2 お申し込み戴ける方…①住宅及び勤務先に常設電話の
ある方②居住、勤続状況が安定している方③申込時年
齢 20 才以上、65 才未満の方（完済時年齢は原則とし
て 70 才迄）④主婦の方 ●配偶者情報（弊社教育ロー
ン申込書のご主人・親権者欄及び勤務先欄にご記入く
ださい）に基づき総合的に判断させていただきます。
《取引条件（キャンペーン時）》

●支払回数３〜 36 回（通常時は 3 〜 60 回）
●支払期間３〜 36 ヶ月（通常時は 3 〜 60 ヶ月）
●実質年率 0％（通常時は 6％）
取り扱い 辰已法律研究所 各本校

指定期日に指定の銀行口座より料金の引き落としがされます

E -ローン

月謝感覚で分割払い。一括購入にも最適な安心・便利なサービス

辰已ブランド専門の教育ローン！

辰已オンラインクレジット

※ E ローンの詳細は、ホームページをご覧ください。
※E ローンでは各種割引券はご使用できません。ご了承ください。

取扱商品

E ローンでは下記の商品のお申込みができます。
通学部
講座

通信部
講座

通学部講座

通信部講座

BOOK

DVD

書籍

※0 円キャンペーンでは
書籍・DVD は対象外

《取引条件（キャンペーン時）》
●支払回数３〜 36 回（通常時は 3 〜 60 回）
●支払期間３〜 36 ヶ月（通常時は 3 〜 60 ヶ月）
●実質年率 0％（通常時は 6％）
辰已法律研究所「Ｅローン」は、クレジット契約による分割払いを承ります。
お支払い先は株式会社ジャックス（JACCS）となります。
●ご利用制限
ご購入金額が３万円未満の場合はご利用いただけません。
●お申込方法
①「Ｅローン申込手続」のボタンを押して必要事項をご入力ください。
②通学部講座は、辰已法律研究所本校が対象となります。提携校通学部はＥローンでのお申し込み
ができませんのでご注意ください。
③通学部をお申し込みの場合、商品種別欄で通学先本校名のある「通学部」をお選びください。
④通信教育講義のメディアはＤＶＤとなります。
⑤書籍は辰已法律研究所刊行書籍が対象となります。他の出版社の書籍はご利用いただけませんの
でご注意ください。
⑥書籍「講座（請求）コード」欄への入力は不要です。
⑦お申し込みの商品の数量を指定してください。
⑧お申し込み商品をすべて入力したら、フォーム下段の「合計を計算」ボタンをクリックしてくだ
さい。
⑨確認ボタンを押して内容の最終確認をしてください。
⑩送信ボタンを押すとお申し込みが完了します。

http://www.tatsumi.co.jp/eloan_top/
推奨ブラウザ

Windows：Internet Explorer 10/11、
Firefox 最新バージョン

※ 上記以外のバージョンについてはサポート範囲外となります。

●手続き
①お申し込みをされると、システムから「ご注文確認」のメールが入力されたメールアドレスへ送
られます。内容をご確認ください。
②システムからの「ご注文確認」のメールとは別に、辰已法律研究所から「ご注文承り」のメール
も翌日以降にお送りいたします。その際、お申し込み内容に確認が必要な事項があった場合、確
認をさせていただく場合がございます。
③ご注文内容が完全に確認されましたら、後日、株式会社ジャックス（JACCS）よりお電話、ある
いはメールによりお申し込み内容の確認及び契約意思確認をさせていただきます。
なお、審査の状況によりご希望に添えない場合もありますので予めご了承ください。
●送料
辰已法律研究所刊行書籍のみをご購入の場合のみ送料が発生します。ただし、5000 円を超える場
合は、送料無料となります。Ｅローンでのお申し込みの最低限度額は３万円となりますので、Ｅロー
ンでのお申し込みでは送料は発生いたしません。書籍を書籍以外の講座商品と一緒にお申し込みにな
った場合、書籍料金が 5000 円未満でも送料は発生いたしません。
●お問い合せについて
ご利用につきまして、ご不満な点・ご不明な点がございましたら弊社までご連絡下さい。
○インターネット（E ローンのトップページ右側にあるボタンよりお問い合せページへお入りください。）
・お問い合せフォームに内容をご記入のうえ、送信して下さい。
※ 日曜・祝日のメールは翌日以降にお返事いたします。

