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残り 2 ヶ月で最高のコンディション作り！短期集中型の「宅建」試験対策教材
「宅建 COMPLETE BOX 2008」リリース
学習支援サイト「資格ダッシュ( http://s-dash.jp/ )」にて販売開始
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株式会社 ITBee(本社：東京都杉並区、代表取締役：武藤 芳樹)は、このたび、
今年 10 月 19 日に実施される 2008 年度宅地建物取引主任者資格試験(以下、
宅建試験)に向けた、対策用教材「宅建 COMPLETE BOX 2008」を 8 月 20 日に発売
します。
「宅建 COMPLETE BOX 2008」は、株式会社アドヴァンソリューション(本社：
東京都江東区、代表取締役：高橋 謙)の発売する過去問題集トレーニングソフト
「Speed 突破！シリーズ『宅建』」と、同社が新たに制作したオンライン講義
「超 SPEED 解法講義」をセットにしたものです。
試験日までに残された期間は約 2 ヶ月。本製品はこの期間でも間に合うことを
前提とした、短期集中型のトレーニング教材です。パソコンと教科書を中心と
した学習法なので、面倒な通学は必要ありません。また、短期集中トレーニング
でありながらも、「暗記」ではなく、「理解」にこだわった構成ですので、
宅建試験の経験者はもちろん、まったくの初心者でも十分に学習可能です。
「宅建 COMPLETE BOX 2008」は、一般の書店やパソコンショップでは販売せず、
株式会社 ITBee が運営する EC サイト「資格ダッシュ( http://s-dash.jp/ )」と、
電話注文のみで取り扱われます。
---------------------------------------------------------------------【コンセプト】
宅建試験は、学歴・年齢・経験に関係なく誰でも受験することが可能な国家資格
試験です。主に不動産業への就職・転職に役立つことはよく知られていますが、
司法書士、行政書士など、他の国家資格試験と試験内容が一部重なることから、

「法律系国家資格の登竜門」として捉えられることも多いようです。これらの
理由からたいへん人気があり、受験者数も毎年 20 万人前後と、国家資格試験では
最大規模を誇ります。
国家資格試験の中では比較的ハードルの低い印象のある宅建試験ですが、その
合格率は例年 15％前後です。多くの方が合格点に達せず、涙を飲む結果となって
います。試験範囲は広く、時間をかけて満遍なく学習すれば受かるという類の
ものではありません。むしろ、ポイントを絞り、短期間で集中的に学習した方の
中からも多くの合格者が生まれています。
「宅建 COMPLETE BOX 2008」は、約 2 ヶ月で宅建試験対策を完了させる、短期
集中型のトレーニング教材です。しかし、短期集中型にありがちな「暗記」を
中心とした内容ではありません。むしろ、徹底的にポイントを「理解」する
ことに重点を置いています。
【価格・内容】
◆スタンダード版：19,800 円
◆内容
・ Speed 突破！「宅建」インストール用 CD-ROM (1 点)
・「宅建」超 SPEED 解法講義 ユーザー登録用カード (1 枚)
・「宅建」基本テキスト (1 冊)
・「宅建」超 SPEED 解法講義 ハンドブック (1 冊)
・ 説明書「ファーストステップガイド」 (1 枚)
スタンダード版の他、テキスト類がすべて pdf ファイルで提供される
「ライト版(12,800 円)」と、フルカラーテキスト 10 冊に、音声収録 CD が 29 枚、
さらに SONY の CD ウォークマンがついた、豪華特典の「ゴールド版(49,800 円)」
もあります。詳しくは、「資格ダッシュ」のサイトをご覧ください。
【特徴 1：Speed 突破！「宅建」】
現アドヴァンソリューション 代表取締役である高橋 謙が、早稲田大学の
マルチメディア教育教材開発研究室に所属していた 1997 年当時にテスト版を
制作。以来、10 年にわたって、5 万人以上の国家資格受験生に愛用されてきた
信頼のソフトが「Speed 突破！シリーズ」です。
過去問題の効率的な学習支援プログラムで、宅建の他にも、社労士、行政書士
の試験対策用もリリースされています。
過去 10 年分の、膨大な過去問を収録。ただ漠然と出題されるのではなく、

「学習中のジャンルだけに絞る」「苦手な問題だけに絞る」など、学習者ごと
の勉強法に対応した、多彩な出題パターンが特徴です。
複数の問題集をあれこれ購入し、そのまま山積みにしてしまった経験は、
多くの受験生が身に覚えのある経験でしょう。Speed 突破！シリーズ「宅建」は、
その悪習から解放される効率的な学習プログラムです。オリジナルの
基本テキストも付きますので、不正解だった箇所の復習にも便利です。
【特徴 2：「宅建」超 SPEED 解法講義】
宅建の試験対策には過去問題への取り組みが有効です。しかし、短期合格を
目指す方にありがちなのが、過去問題の丸暗記です。しかし、それでは苦労が
ともなうだけで、決して有効できません。設問が少し姿を変えただけで、
まったく太刀打ちできなくなるからです。
私たちが提案する、過去問題との正しい向き合い方。それは、正解を暗記する
のではなく、なぜその選択肢が正解となるのか、理由をしっかり思考しながら
学習することです。これを繰り返すことで解き方のコツが掴め、結果、本番の
試験ではどんな問題と遭遇しても答えを導き出せるようになります。
「宅建」超 Speed 解法講義は、まさにそのための教材です。大手予備校をはじめ
講師歴 20 年以上のベテランが、この商品のためだけに収録した音声講義と、
書き下ろしたテキストを使い、30 日間で集中トレーニング。問題文の丁寧な
読み方を学び、読み違い・勘違いを防ぐコツを学ぶのはもちろん、合格のための
思考力強化に繋がる様々なレクチャーが収録されています。
【初心者でも大丈夫、理想的な学習法】
初めて宅建を学ばれる方と、予備校や独学などですでにある程度の学習を
積んでいる方とで、「宅建 COMPLETE BOX 2008」の理想的な使い方が変わります。
初心者の方は、まず「宅建」超 SPEED 解法講義から着手してください。問題に
取り組む上での基本的な考え方や、ベテラン講師だからこそ教えられる効率の
いい学習法を学ぶことができます。基本を会得した後、いよいよ大量の過去問に
挑戦し、力を伸ばしてください。
中級者以上になると、学習進度はそれこそ十人十色でしょう。自分の弱点を
正しく知り、それぞれのレベルに応じて学習を進めることが大切です。
もちろん「宅建 COMPLETE BOX 2008」はあらゆるステータスの学習者に対して、
最適な学習法をご提供します。詳しくは、商品に同梱される説明書(ファースト
ステップガイド)をご覧ください。
----------------------------------------------------------------------

【学習支援サイト：資格ダッシュについて】
資格ダッシュ( http://s-dash.jp/ )は、株式会社 ITBee が運営する、資格対策の
ための学習支援サイトです。現在は、宅建、社労士、行政書士の情報を掲載し、
それぞれの試験対策ソフトを紹介しています。今後は、情報システム関係など、
他の資格に関しても順次、取り扱っていく予定です。ご期待ください。
---------------------------------------------------------------------【お問い合わせ先】
■この記事に関するお問い合わせ
株式会社 ITBee
担当 ： 吉田
TEL ： 03-3317-8355
FAX ： 03-6761-8638
E-mail： ko_yoshida@itbee.co.jp
■商品購入に関するお問い合わせ
TEL：0570-025-555 (資料請求、注文を承ります)
---------------------------------------------------------------------【株式会社 ITBee 会社概要】
名称 ： 株式会社 ITBee
本社住所： 〒166-0004
東京都杉並区阿佐谷南 1 丁目 47 番 17 号 阿佐谷キックオフオフィス
設立 ： 2007 年 10 月 22 日
資本金 ： 300 万円
代表者 ： 代表取締役 武藤 芳樹
事業内容： e ラーニング導入に関するコンサルティング業務、及びコンテンツの
企画、作成並びにシステムの開発、保守運用業務
Web 関連サービスの企画、制作、開発、販売、運用
URL
： http://www.itbee.co.jp/
【株式会社アドヴァンソリューション 会社概要】
名称 ： 株式会社アドヴァンソリューション

本社住所： 〒135-0015 東京都江東区千石 2-2-20 佐藤ビル 5F
設立 ： 2001 年 10 月 22 日
資本金 ： 1,000 万円
代表者 ： 代表取締役 高橋 謙
事業内容： Windows/Linux/Web/携帯アプリケーション設計・開発・運用
システムコンサルティング
サーバー構築・運用・保守
パッケージソフトウェアの開発・販売・出版
URL
： http://www.advansolution.co.jp/

