
株式会社OCS　ユーキャン海外受講可能講座及び料金一覧
※　本データは2021年9月14日現在の内容となります。価格、教材の仕様等が変更となる場合がございます。

ジャンル 講座コード 講座名 教材代 送料（第一地帯） 送料 (第二地帯） 送料 （第三地帯） 送料（第四地帯） 備考（休講等）

O6HD0 通関士 ¥53,636 ¥16,650 ¥19,800 ¥20,900 ¥28,150

OTA50 司法書士 ¥153,636 ¥15,500 ¥19,100 ¥20,600 ¥29,800

OiA80 秘書検定 ¥31,818 ¥8,200 ¥10,100 ¥10,700 ¥14,200

O2AA0 簿記2級 ¥44,545 ¥8,250 ¥10,300 ¥11,100 ¥15,750

OAA20 簿記3級 ¥35,455 ¥9,200 ¥11,500 ¥12,300 ¥17,200

MMB02 企業会計 ¥32,545 ¥6,700 ¥8,400 ¥8,900 ¥11,700

OSAK0 行政書士 ¥57,273 ¥20,640 ¥24,540 ¥26,040 ¥35,540

OWAJ0 衛生管理者(第1種) ¥35,455 ¥11,700 ¥14,200 ¥15,100 ¥20,700

OWAK0 衛生管理者(第2種) ¥35,455 ¥11,700 ¥14,200 ¥15,100 ¥20,700

OJAM0 宅地建物取引士速習 ¥57,273 ¥7,630 ¥9,780 ¥10,580 ¥15,330

O4G00 中小企業診断士（デジタルテキスト付） ¥89,091 ¥20,500 ¥25,600 ¥28,100 ¥41,300
休講中

再開時期未定

ORAE0 中小企業診断士（デジタルテキストなし） ¥84,545 ¥20,500 ¥25,600 ¥28,100 ¥41,300
休講中

再開時期未定

OHB80 公務員/大卒市役所 ¥53,636 ¥12,500 ¥16,100 ¥17,600 ¥26,800

OHA70 公務員/大卒警察官、消防官 ¥53,636 ¥11,200 ¥14,300 ¥15,500 ¥23,200

OHC90 公務員／大卒教養試験 ¥49,091 ¥10,440 ¥13,340 ¥14,540 ¥22,040

OHD80 公務員／大卒国家一般職・地方上級コース ¥80,909 ¥15,270 ¥20,220 ¥22,520 ¥35,070

O9A60 建設業経理士(2級) ¥39,091 ¥7,200 ¥9,100 ¥9,700 ¥13,200

O4B70
社会保険労務士(社労士)

（デジタルテキスト付）
¥71,818 ¥10,890 ¥13,840 ¥14,940 ¥21,990

O9O90 個人情報保護士 ¥31,818 ¥5,770 ¥6,920 ¥7,320 ¥9,070
休講中

再開時期未定

O6R50
メンタルヘルス・マネジメント®検定試験　

II種　ラインケアコース
¥31,818 ¥6,560 ¥7,960 ¥8,460 ¥10,960

O6R35
メンタルヘルス・マネジメント®検定試験　

III種　セルフケアコース
¥26,364 ¥5,770 ¥6,920 ¥7,320 ¥9,070

O6L40 マンション管理士・管理業務主任者 ¥60,909 ¥8,580 ¥10,980 ¥11,780 ¥16,780

O6FB0 ファイナンシャルプランナー(FP) ¥58,182 ¥8,320 ¥10,720 ¥11,620 ¥17,120

Z8QS0
MOS（365&2019）

Word&Excel
¥26,364 ¥5,800 ¥7,400 ¥8,100 ¥11,800

法律、事務

パソコン・

IT

秋のスキルアップキャンペーン実施中！

※日本時間2021年9月29日(水) 17:00までにお支払いただいたものが対象となります。



株式会社OCS　ユーキャン海外受講可能講座及び料金一覧
※　本データは2021年9月14日現在の内容となります。価格、教材の仕様等が変更となる場合がございます。

ジャンル 講座コード 講座名 教材代 送料（第一地帯） 送料 (第二地帯） 送料 （第三地帯） 送料（第四地帯） 備考（休講等）

秋のスキルアップキャンペーン実施中！

※日本時間2021年9月29日(水) 17:00までにお支払いただいたものが対象となります。

Z8RS0
MOS（365&2019）

Word単独
¥14,545 ¥4,200 ¥5,200 ¥5,600 ¥7,200

Z8SS0
MOS（365&2019）

Excel単独
¥14,545 ¥4,200 ¥5,200 ¥5,600 ¥7,200

Z8NS0
MOS（2016）

スペシャリスト Word&excel
¥26,364 ¥6,300 ¥8,100 ¥8,900 ¥13,300

Z8PS0
MOS（2016）

スペシャリスト Excel単独
¥14,545 ¥4,500 ¥5,600 ¥6,050 ¥8,000

Z8OS0
MOS（2016）

スペシャリスト Word単独
¥14,545 ¥4,500 ¥5,600 ¥6,050 ¥8,000

Z8P00
MOS（2016） 

スペシャリスト&エキスパート一貫コース Excel単独
¥27,273 ¥6,300 ¥8,100 ¥8,900 ¥13,300

Z8NE0
MOS（2016） 

エキスパート Word&Excel
¥28,182 ¥6,300 ¥8,100 ¥8,900 ¥13,300

Z8O00
MOS（2016） 

スペシャリスト&エキスパート一貫 Word単独
¥27,273 ¥5,800 ¥7,400 ¥8,100 ¥11,800

Z9A90 パワーポイント（MOS対応）（2016） ¥14,727 ¥4,200 ¥5,200 ¥5,600 ¥7,200

Z8PE0
MOS（2016） 

エキスパート Excel単独
¥15,455 ¥4,200 ¥5,200 ¥5,600 ¥7,200

Z8OE0 MOS（2016） ¥15,455 ¥4,200 ¥5,200 ¥5,600 ¥7,200

Z8KS0 MOS（2013） ¥31,818 ¥5,800 ¥7,400 ¥8,100 ¥11,800

Z8LS0 MOS（2013） ¥17,273 ¥4,200 ¥5,200 ¥5,600 ¥7,200

Z8MS0 MOS（2013） ¥17,273 ¥5,300 ¥6,700 ¥7,300 ¥10,300

Z6AC0 日商PC検定3級（2013/2016コース） ¥31,818 ¥4,500 ¥5,600 ¥6,050 ¥8,000

N8JT0 パソコン入門（Windows10） ¥42,727 ¥6,300 ¥8,100 ¥8,900 ¥13,300

Z9B90 ITパスポート講座 ¥23,636 ¥4,770 ¥5,920 ¥6,320 ¥8,070

Q5D90 TOEIC(R)テスト　はじめて ¥31,818 ¥7,060 ¥9,060 ¥9,860 ¥14,460

Q5A90 TOEIC(R)テスト５００ ¥31,818 ¥7,060 ¥9,060 ¥9,860 ¥14,460

Q5B90 TOEIC(R)テスト６５０ ¥35,455 ¥7,750 ¥10,000 ¥10,900 ¥16,250

ピンズラーアメリカ英語Ⅰ ¥26,364 ¥5,100 ¥5,900 ¥6,200 ¥7,100QNA8D

QNB8D

QNC8D

QND8D

QNE9D

パソコン・

IT

語学



株式会社OCS　ユーキャン海外受講可能講座及び料金一覧
※　本データは2021年9月14日現在の内容となります。価格、教材の仕様等が変更となる場合がございます。

ジャンル 講座コード 講座名 教材代 送料（第一地帯） 送料 (第二地帯） 送料 （第三地帯） 送料（第四地帯） 備考（休講等）

秋のスキルアップキャンペーン実施中！

※日本時間2021年9月29日(水) 17:00までにお支払いただいたものが対象となります。

ピンズラーアメリカ英語Ⅱ ¥26,364 ¥7,800 ¥9,600 ¥10,400 ¥14,800

ピンズラーアメリカ英語Ⅲ ¥26,364 ¥5,100 ¥5,900 ¥6,200 ¥7,100

ピンズラーアメリカ英語Ⅳ ¥26,364 ¥5,100 ¥5,900 ¥6,200 ¥7,100

ピンズラーアメリカ英語Ⅴ ¥26,364 ¥7,800 ¥9,600 ¥10,400 ¥14,800

Q2A8D ピンズラー標準中国語 ¥26,364 ¥7,800 ¥9,600 ¥10,400 ¥14,800

ピンズラー韓国語 ¥26,364 ¥5,400 ¥6,300 ¥6,650 ¥7,900

ピンズラー韓国語２ ¥26,364 ¥7,800 ¥9,600 ¥10,400 ¥14,800

Q3A8D ピンズラーフランス語 ¥26,364 ¥7,800 ¥9,600 ¥10,400 ¥14,800

O9U00 日本語教師養成講座 ¥53,636 ¥7,510 ¥9,560 ¥10,260 ¥14,410

N9B00 日本語検定（2・3級） ¥26,364 ¥4,880 ¥6,080 ¥6,530 ¥8,580

ODC00 旅行業務取扱管理者、総合 ¥53,636 ¥17,500 ¥21,100 ¥22,600 ¥31,800

ODB00 旅行業務取扱管理者、国内 ¥46,364 ¥13,440 ¥15,940 ¥16,940 ¥23,040

ODD00 旅行業務取扱管理者、免除 ¥42,727 ¥12,130 ¥14,880 ¥15,980 ¥22,830

O6X90 整理収納アドバイザー
￥44,545

\40,000
¥5,870 ¥7,420 ¥8,020 ¥11,170

秋のスキルアップキャンペー

ン対象講座

※日本時間2021年9月29日　

17:00までにお支払いただい

たものが対象となります。

ONAF0 インテリアコーディネーター ¥53,636 ¥15,200 ¥17,900 ¥18,900 ¥25,200

O3AG0 カラーコーディネート ¥47,036 ¥13,940 ¥16,240 ¥17,140 ¥22,540

O6BC0 調理師 ¥40,000 ¥11,060 ¥12,660 ¥13,260 ¥16,460

ZZA20 気象予報士 ¥62,727 ¥15,510 ¥18,360 ¥19,460 ¥26,410

O4K00
食生活アドバイザー(R)(2、3級)

(デジタルテキスト付)

\35,455

\30,909
¥6,460 ¥7,740 ¥7,980 ¥9,060

秋のスキルアップキャンペー

ン対象講座

※日本時間2021年9月29日　

17:00までにお支払いただい

たものが対象となります。

O6Z80 食生活アドバイザー(R)(2、3級) ¥32,727 ¥6,460 ¥7,740 ¥7,980 ¥9,060 販売停止

O9F90 食育実践プランナー ¥35,455 ¥5,340 ¥6,640 ¥7,040 ¥8,940

N8V90 スイーツコンシェルジュ ¥35,455 ¥5,750 ¥7,200 ¥7,700 ¥10,250

QNA8D

QNB8D

QNC8D

QND8D

QNE9D

Q4A8D

Q4B9D

語学

サービス

マスコミ



株式会社OCS　ユーキャン海外受講可能講座及び料金一覧
※　本データは2021年9月14日現在の内容となります。価格、教材の仕様等が変更となる場合がございます。

ジャンル 講座コード 講座名 教材代 送料（第一地帯） 送料 (第二地帯） 送料 （第三地帯） 送料（第四地帯） 備考（休講等）

秋のスキルアップキャンペーン実施中！

※日本時間2021年9月29日(水) 17:00までにお支払いただいたものが対象となります。

O9Q00 サービス接遇検定 ¥31,818 ¥4,660 ¥5,760 ¥6,110 ¥7,560

O9T01 お掃除スペシャリスト（用具なし） ¥30,909 ¥4,580 ¥5,680 ¥6,080 ¥7,780

O9T00 お掃除スペシャリスト（用具あり） ¥35,455 ¥6,180 ¥7,880 ¥8,580 ¥12,380

O9K00 野菜スペシャリスト ¥35,455 ¥5,750 ¥7,200 ¥7,700 ¥10,250

O9Y00 生活習慣病予防プランナー ¥29,091 ¥4,580 ¥5,680 ¥6,080 ¥7,780

O9X00 離乳食・幼児食コーディネーター ¥29,091 ¥5,260 ¥6,560 ¥7,010 ¥9,160

O9S00 介護食コーディネーター ¥26,364 ¥4,770 ¥5,920 ¥6,320 ¥8,070

O9B80 運行管理者（貨物） ¥35,455 ¥6,440 ¥8,140 ¥8,740 ¥12,040

O5C00 発酵食品ソムリエ ¥29,091 ¥5,370 ¥6,720 ¥7,220 ¥9,670

O5J00 佐伯式 美肌スペシャリスト ¥31,818 ¥5,370 ¥6,720 ¥7,220 ¥9,670

O5F00 スポーツ栄養プランナー
\34,545

\30,000
¥6,560 ¥8,360 ¥9,060 ¥12,960

秋のスキルアップキャンペー

ン対象講座

※日本時間2021年9月29日　

17:00までにお支払いただい

たものが対象となります。

O6CL0 医療事務
\44,545

\40,000
¥9,070 ¥10,320 ¥10,770 ¥12,870

秋のスキルアップキャンペー

ン対象講座

※日本時間2021年9月29日　

17:00までにお支払いただい

たものが対象となります。

O6QB0 調剤薬局事務
\35,455

\30,909
¥4,770 ¥5,920 ¥6,320 ¥8,070

秋のスキルアップキャンペー

ン対象講座

※日本時間2021年9月29日　

17:00までにお支払いただい

たものが対象となります。

O6AM0 保育士 ¥53,636 ¥15,700 ¥18,600 ¥19,700 ¥26,700

O6P10 介護事務 ¥35,455 ¥13,060 ¥15,460 ¥16,460 ¥22,460

O6DE0 歯科助手 ¥40,909 ¥9,440 ¥11,540 ¥12,340 ¥17,040

O7E90 ケアマネジャー(ケアマネージャー) ¥45,273 ¥12,130 ¥14,480 ¥15,380 ¥20,830

O6M60 社会福祉士 ¥53,636 ¥16,740 ¥20,140 ¥21,640 ¥30,640

O6J50 福祉住環境コーディネーター(2、3級) ¥44,545 ¥11,630 ¥14,180 ¥15,180 ¥21,330

医療、介護、

福祉

サービス

マスコミ



株式会社OCS　ユーキャン海外受講可能講座及び料金一覧
※　本データは2021年9月14日現在の内容となります。価格、教材の仕様等が変更となる場合がございます。

ジャンル 講座コード 講座名 教材代 送料（第一地帯） 送料 (第二地帯） 送料 （第三地帯） 送料（第四地帯） 備考（休講等）

秋のスキルアップキャンペーン実施中！

※日本時間2021年9月29日(水) 17:00までにお支払いただいたものが対象となります。

O4L00 登録販売者（デジタルテキスト付）
\44,545

\40,000
¥11,130 ¥13,480 ¥14,380 ¥19,830

秋のスキルアップキャンペー

ン対象講座

※日本時間2021年9月29日　

17:00までにお支払いただい

たものが対象となります。

O6T70 准サービス介助士 ¥20,909 ¥4,390 ¥5,440 ¥5,840 ¥7,490

NVA7E 手話入門(日本手話) ¥37,273 ¥7,870 ¥10,220 ¥11,220 ¥17,170

O9C90 レクリエーション介護士2級 ¥31,818 ¥5,750 ¥7,200 ¥7,700 ¥10,250

O9L90 認知症介助士 ¥26,364 ¥3,980 ¥4,880 ¥5,180 ¥6,180

O9G90 看護助手 ¥32,727 ¥4,470 ¥5,520 ¥5,870 ¥7,270

O9R00 介護予防健康アドバイザー ¥26,364 ¥6,070 ¥7,320 ¥7,770 ¥9,870

O9W00 高齢者傾聴スペシャリスト ¥29,091 ¥4,470 ¥5,520 ¥5,870 ¥7,270

O5E00 看取りケアパートナー ¥26,364 ¥5,070 ¥6,320 ¥6,770 ¥8,870

ZCA10 ボイラー技士（二級） ¥35,455 ¥6,750 ¥8,200 ¥8,700 ¥11,250

ZIA30 危険物取扱者 ¥35,455 ¥7,250 ¥8,900 ¥9,500 ¥12,750

ZPAA0 土木施工管理技士（2級） ¥53,636 ¥10,320 ¥12,720 ¥13,620 ¥19,120

ZPB20 土木施工管理技士（1級） ¥62,727 ¥13,010 ¥16,060 ¥17,260 ¥24,910

ZAA00 管工事施工管理技士（1級） ¥53,636 ¥5,750 ¥7,200 ¥7,700 ¥10,250
休講中

再開時期未定

ZFA10 電験三種 ¥62,727 ¥11,500 ¥15,100 ¥16,600 ¥25,800

W4A40 実用ボールペン字(添削課題郵送提出コース) ¥28,800 ¥8,080 ¥10,280 ¥10,980 ¥15,280

注：課題提出時の注意事項に

関する記載がございます。下

記リンクのⅢ-1添削課題のご

提出 をご確認ください。

https://www.u-
can.co.jp/houjin/overse
as/guide/overseas_guide
.pdf

W8A90 楽しいボールペン習字 ¥28,800 ¥10,080 ¥13,080 ¥14,180 ¥21,280

WJD90 つづけ字 ¥31,818 ¥7,200 ¥9,100 ¥9,700 ¥13,200

W4A50 ¥5,800

医療、介護、

福祉

設備、施工

¥8,100 ¥11,800

ペン字、書道

実用ボールペン字(添削課題スキャン提出コース) ¥28,800 ¥7,400

https://www.u-can.co.jp/houjin/overseas/guide/overseas_guide.pdf
https://www.u-can.co.jp/houjin/overseas/guide/overseas_guide.pdf
https://www.u-can.co.jp/houjin/overseas/guide/overseas_guide.pdf
https://www.u-can.co.jp/houjin/overseas/guide/overseas_guide.pdf


株式会社OCS　ユーキャン海外受講可能講座及び料金一覧
※　本データは2021年9月14日現在の内容となります。価格、教材の仕様等が変更となる場合がございます。

ジャンル 講座コード 講座名 教材代 送料（第一地帯） 送料 (第二地帯） 送料 （第三地帯） 送料（第四地帯） 備考（休講等）

秋のスキルアップキャンペーン実施中！

※日本時間2021年9月29日(水) 17:00までにお支払いただいたものが対象となります。

WHB90 新、速習筆ペン ¥31,818 ¥7,700 ¥9,800 ¥10,500 ¥14,700

絵画、イラス

ト

N85A0 デジタルイラスト(ペンタブなしコース) ¥31,818 ¥5,300 ¥6,700 ¥7,300 ¥10,300

Z4J80 高卒認定試験、英 ¥26,364 ¥4,280 ¥5,280 ¥5,630 ¥6,980

Z4K80 高卒認定試験、数 ¥26,364 ¥3,840 ¥4,700 ¥4,980 ¥5,840

Z4M90 高卒認定試験、国 ¥26,364 ¥4,280 ¥5,280 ¥5,630 ¥6,980

Z4N90 高卒認定試験、理 ¥34,545 ¥5,560 ¥6,960 ¥7,460 ¥9,960

Z4O90 高卒認定試験、歴 ¥34,545 ¥5,560 ¥6,960 ¥7,460 ¥9,960

Z4P90 高卒認定試験、現社 ¥26,364 ¥4,580 ¥5,680 ¥6,080 ¥7,780

Z4Q90 高卒認定試験、全教科 ¥122,727 ¥13,440 ¥17,640 ¥19,340 ¥29,640

NOA41 漢字検定 ¥26,364 ¥6,940 ¥8,840 ¥9,540 ¥13,540

NPA60 家庭料理 ¥34,545 ¥7,560 ¥9,760 ¥10,660 ¥15,960

NUA90 国語の常識 ¥26,364 ¥6,440 ¥8,140 ¥8,740 ¥12,040

N7A41 戦国時代史の謎 ¥26,364 ¥7,060 ¥9,060 ¥9,860 ¥14,460

N8F90 楽しい園芸 ¥34,545 ¥8,440 ¥10,940 ¥11,940 ¥18,040

N8W00 コミュニケーション、スキルアップ ¥31,818 ¥5,340 ¥6,640 ¥7,040 ¥8,940

NSA80 生活心理学 ¥31,818 ¥6,940 ¥8,840 ¥9,540 ¥13,540

N8700 大人のマジック ¥26,364 ¥4,500 ¥5,600 ¥6,050 ¥8,000

N8890 大人の学び直し日本史(一括送付コース） ¥20,909 ¥9,080 ¥11,680 ¥12,580 ¥18,280

O9P00 愛犬飼育スペシャリスト ¥26,364 ¥4,469 ¥5,519 ¥5,869 ¥7,269

O9V00 カラーセラピスト ¥34,545 ¥6,060 ¥7,660 ¥8,260 ¥11,460

O5B00 コスメ検定Ⓡ（日本化粧品検定Ⓡ）
\26,364

\21,818
¥4,880 ¥6,080 ¥6,530 ¥8,580

秋のスキルアップキャンペー

ン対象講座

※日本時間2021年9月29日　

17:00までにお支払いただい

たものが対象となります。

NDF00 古地図で楽しむ江戸・東京 ¥26,364 ¥6,300 ¥8,100 ¥8,900 ¥13,300

スキル、知

識、教養

ペン字、書道



株式会社OCS　ユーキャン海外受講可能講座及び料金一覧
※　本データは2021年9月14日現在の内容となります。価格、教材の仕様等が変更となる場合がございます。

ジャンル 講座コード 講座名 教材代 送料（第一地帯） 送料 (第二地帯） 送料 （第三地帯） 送料（第四地帯） 備考（休講等）

秋のスキルアップキャンペーン実施中！

※日本時間2021年9月29日(水) 17:00までにお支払いただいたものが対象となります。

O5H00 アンガーマネジメント ベーシック
\26,364

\21,818
¥3,840 ¥4,700 ¥4,980 ¥5,840

秋のスキルアップキャンペー

ン対象講座

※日本時間2021年9月29日　

17:00までにお支払いただい

たものが対象となります。

O5M00 愛猫飼育スペシャリスト ¥26,364 ¥4,470 ¥5,520 ¥5,870 ¥7,270

H7B70 大人の折り紙 ¥26,364 ¥6,300 ¥8,100 ¥8,900 ¥13,300

H6G00 かわいいちりめん細工 ¥17,273 ¥4,500 ¥5,600 ¥6,050 ¥8,000

N8100 川柳入門 ¥17,273 ¥3,750 ¥4,580 ¥4,820 ¥5,450

NXA90 俳句入門 ¥31,818 ¥3,750 ¥8,140 ¥8,740 ¥12,040

N2A80 短歌入門 ¥34,545 ¥6,940 ¥8,840 ¥9,540 ¥13,540

N6A90 立原えりかの童話塾 ¥34,545 ¥7,440 ¥9,540 ¥10,340 ¥15,040
休講中

再開時期未定

文筆

スキル、知

識、教養

手芸、クラフ

ト


