
完全無料！完全無料！
定期購読で過去分の視聴も可能に！

　

　

定期購読をすると

※会員IDは、弊社からお送りする本誌の封筒に記載されています。

動画
講義 
動画
講義 完全無料！完全無料！ゼミゼミゼミゼミ

すべての動画の視聴および
本誌記事（PDF）の閲覧

◆2020年度受験用
 （2019年 10 月号～ 2020年８月号）
◆2019年度受験用
 （2018 年 10 月号～ 2019 年８月号）

「科目別講座」「法改正ゼミ」

　　　   webゼミでは、本誌に記載のIDとパスワードを入力することにより、該当する号の動画
をご視聴いただけます。さらに、本誌の定期購読会員になると、会員ID※とご登録の電話番号を入
力するだけで、次のサービスをすべてご利用いただけます。

2019年10月号
労基・安衛法

動画 PDF

※定期購読のご案内は次ページ！※定期購読のご案内は次ページ！※定期購読のご案内は次ページ！※定期購読のご案内は次ページ！

2020年7月号
法改正総まとめ

動画 PDF

去年・一昨年の法改正を
もう一度見たい！
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去年・一昨年の
労働基準法も見て
しっかり押さえたい！

https://www.sv-web.jp/
webwebwebweb

★特別企画
◆収録時間：各回約 20～30分予定
　（10月号は約30～45分予定）

★科目別講座～らくらく基礎レッスン
◆収録時間：各回約 90～120分予定
　（「労一」「社一」はそれぞれ約 60分予定）

★法改正ゼミ
◆収録時間：約 20～30分予定
（7月号は約90～120分、9月号は約70～
100分予定）

　本誌掲載のIDとパスワードを入力するだ
けで、本誌に毎月掲載の『特別企画』『科目別
講座～らくらく基礎レッスン』『法改正ゼミ』
を、本誌発売日から2021年の試験日当日ま
で、無料でご覧いただくことができます。あ
わせて上記記事のPDFファイルもダウン
ロードできるので、本誌を持ち歩かなくても
いつでもどこでも学習することができます。

※本誌記事内容・担当講師等は、都合により変更となる場合がございます。
※特別企画の記事内容はP.4参照！※特別企画の記事内容はP.4参照！※特別企画の記事内容はP.4参照！※特別企画の記事内容はP.4参照！

科目別講座スケジュール

　2020年10月号からスタートする「らくらく
基礎レッスン」を毎月、執筆者自ら動画解説！
　本誌記事をテキストとする超一流講師の「納
得の講義」が、いつでも無料でご覧いただけます。

科 目 別 講 座科 目 別 講 座

　本クールは 2020 年10 月号から 2021年８
月号に掲載する特別企画を執筆者が動画で解
説！ 毎月変わる豪華執筆陣が、記事では伝え
きれない試験対策上のコツをピンポイントで
お伝えします。

特 別 企 画特 別 企 画

①『特別企画』の動画を視聴できます。
②上記3記事のPDFファイルを閲覧できます。

10月号
から

パワーア
ップ！

8月末リ
ニューア

ル

無料
動画

無料
動画

　2020年11月号から2021年6月号に連載する「改正ポ
イント」、7月号掲載の「法改正総まとめ」および 9月号掲
載の「2020・2019年度未出題法改正」を、執筆者の奥田
章博先生自ら動画解説！　社労士試験に必須の改正情報
をガッチリ押さえます。

法 改 正 ゼ ミ法 改 正 ゼ ミ
無料
動画

10月号 労基・安衛法 古川飛祐（労務経理ゼミナール）
11月号 労災保険法 斎藤正美（クレアールアカデミー）
12月号 雇用保険法 奥田章博

 1月号 徴収法 小川泰弘
（愛知大学オープンカレッジ

    社会保険労務士講座）
 2月号 健康保険法 富田　朗

 3月号 国年・厚年法（1） 
椛島克彦

 　　　　　　　　　　　　（LEC東京リーガルマインド）

 4月号 国年・厚年法（2） 
椛島克彦

 　　　　　　　　　　　　（LEC東京リーガルマインド）

 5月号 国年・厚年法（3） 
椛島克彦

 　　　　　　　　　　　　（LEC東京リーガルマインド）

 6月号 白書 村中一英
  労一 石戸泰史（大原法律専門学校）
 7月号 社一 石戸泰史（大原法律専門学校）
 8月号 横断整理 斎藤正美（クレアールアカデミー）

2021年度受験用
の動画を無料配信！
記事PDFもアップ！

※画像は2020年受験用のイメージです。

2021新サービス
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についてのお問合せは 株式会社 日本法令　 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-19
購入について　 ☎03-6858-6960（会員担当）
内容について　 ☎03-6858-6959（編 集 部）　社労士Vポータルサイト▶https://www.sv-web.jp/

E-Mail：kaiin@horei.co.jp
E-Mail：sv@horei.co.jp

info@sv-web.jp

法改正対策は、奥田章博先生の記事と動画講義で万全！（2020
年11月号～2021年７月号）  緻密な分析によるわかりやすい解
説と演習問題で、要所が確実に押さえられます。

令
和
二
年
十
月
一
日
発
行（
毎
月
一
回
一
日
発
行
）

平
成
十
年
十
月
二
十
日
第
三
種
郵
便
物
認
可

令和2年10月1日発行（毎月1回1日発行）第23巻第10号　平成10年10月20日第3種郵便物認可

巻頭記事はフルカラー！ その他も2色！
より見やすい誌面と無料動画で受験生を応援!!
巻頭記事はフルカラー！ その他も2色！
より見やすい誌面と無料動画で受験生を応援!!

５つの受験団体（LEC 東京リーガル
マインド、大原法律専門学校、クレ
アールアカデミー、資格スクール大
栄、愛知大学オープンカレッジ社会
保険労務士講座）の講師が１ページ
ずつ連載（2020年 10 月号～2021
年７月号）。重要項目を図表でギュッ
とまとめます。

本クールは、「特別企画」「法改正ゼミ」「科目別講座」の動画を無料配信！（詳しくは前ページ）

※社労士Ｖは、10月号から翌年９月
　号までが１クールです。
※記事タイトル・内容は変更となる
　場合がございます。

岡根一雄先生（TAC）が、近年の本試験で過去問題の出題率が低下していることを踏まえ、未
知の問題に対処するにはどのようなことに気を付けて学習すべきかを解説します。過去問学
習だけでは身に付かない、応用力をつける学習の考え方、取組み方など、これから学習を始め
る初学者の方に最適な内容です。

★「未知の問題への対処法」10月号特別掲載

月々のお求めよりも定期購読がお得です！　2020年10月号以降のご希望の号から、６冊または 12冊でのお申込みができま
す。毎月、発売日に合わせてお手元に配送いたします。

　■12冊……12,900円　■６冊……6,900円 （いずれも税込・送料込価格）

☞例えば、10月号～翌年９月号をご購読の場合、定価15,000円➡定期購読価格 12,900 円となり、2,100円（1.7冊分）
もお得となります。

☞定期購読会員には、過去２年分の動画視聴サービスのほか、弊社書籍の割引購入などの特典もございます。
☞定期購読をお申し込みいただく場合は、巻末綴込みの郵便払込用紙をご利用ください。
☞その他の決済（銀行振込、クレジットカードまたはコンビニ）をご希望の場合は、下記の社労士Vポータルサイトからお申し込
みいただけます。

本
誌
定
期
購
読

の
お
す
す
め

巻頭の特別企画は、新たに滝則茂先生（LEC 東京リーガルマイン
ド）、石戸泰史先生（大原法律専門学校）が執筆に加わり、より多彩
な顔触れとなりました。（2020年10月号～2021年８月号） 　
毎月それぞれの視点で、最近の試験傾向を踏まえた受験対策の要
所を講義します。

〔掲載記事〕

最近の試験対策には必須となった通達、行政手引への対策を小川
泰弘先生（愛知大学オープンカレッジ社会保険労務士講座）が連載
します（2020年11月号～ 2021年５月号）。労基法から健保法ま
で頻出の通達をポイント解説。演習問題付きで実戦に役立ちます。

本クールの巻末カードは渡邊勝行先生が担当（2020年10月号～
2021年８月号）。いつでもどこでも使える暗記カードで、重要な
キーワードを整理。知識の底上げを図ります。

本クールも本誌ならではの人気講師が名を連ね、記事と web ゼミ（動画講義）で合格へ導き
ます（2020 年 10 月号～2021 年８月号）。本クールでは、学習する法律の全体像を俯瞰的
に確認できるように、冒頭に全体図を掲載します。はじめに概要をイメージできるとともに、
復習にも役立ちます。本文では、基本事項の意味、制度趣旨をわかりやすく解説します。実戦
演習では自然に実力がつく一問一答、出題頻度の高い個数・組合せ問題と選択式の実戦問題
を掲載。本試験に対応した学習ができます。（掲載科目と担当講師は P.2 参照）

 10月号 奥田章博 先取り法改正
 11月号 滝　則茂 選択式の突破術
 12月号 小川泰弘 判例攻略の手引き
 １月号 古川飛祐 事例計算問題攻略
 ２月号 奥田章博 年金へのアプローチ法
 ３月号 富田　朗 保険の全体像
 ４月号 古川飛祐 届出・許可の完全理解
 ５月号 石戸泰史 一般常識の攻略法
 ６月号 斎藤正美 非正規雇用関連規定の整理
 ７月号 古川飛祐 実務的問題の攻略法
 ８月号 富田　朗 時事問題の出題予想

は2020年10月号からは2020年10月号から2021年度受験用2021年度受験用

定価1,250円
（税込）

特別企画特別企画
動画
無料改正ポイントと演習問題改正ポイントと演習問題

通達マスターゼミ通達マスターゼミ

重要項目 速攻暗記カード重要項目 速攻暗記カード巻末付録

図表で整理！
要点まとめシート

図表で整理！
要点まとめシート

科目別
講 座

動画
無料

◆らくらく基礎レッスン
◆実戦演習 一問一答  組合せ  個数  選択式 問題＆解法
◆らくらく基礎レッスン
◆実戦演習 一問一答  組合せ  個数  選択式 問題＆解法
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