
USCPA 受験 学習プラン作成申込書 
USCPA の受験勉強をはじめるにあたって、ご自身にあった学習プランを作成いたします。ご希望の方は必要事項をご記入の上、FAX や郵送、メール添付にてお送り下
さい。尚、プラン作成には 1 週間ほどお時間を頂いております。予めご了承下さい。 

個人情報 

ご氏名
フリガナ 男 

女
生年月日 19   年 月 日 

ご住所 
〒 

お電話 FAX 

E-Mail

ご希望の返信方法 □E-mail（添付ファイル） □FAX □郵送 □個別ガイダンス時

※個別ガイダンスをご希望
の方のみご記入ください。

時から 第一希望日時：   
第二希望日時： 時から □ご来校 □電話 □Skype

（Skype ID:   ） 

以下のご質問にお答え下さい。 

大学・学部名 
卒業　　中退　　在学中 年生  年  月卒業予定／　　　通学制　　通信制

大学院・留学など 
卒業　　在学中　　単位取得のみ／　　　通学制　　通信制 

ご希望の学習形態 □e ラーニングコース □通学コース □通信コース(USB or DVD)

学習可能時間 1週間あたり   時間 
□平日中心 □週末中心 ご希望の出願州 

   州 
□日本受験 □米国受験

目標合格時期   20 年   月希望 初回受験予定 20  年   月希望 

会計の学習のご経験 
□なし □BATIC スコア   点 
□税理士 □公認会計士

□日商簿記      級
□その他（ ） 

会計実務のご経験 □有 □無
（有の方は実務の内容を詳細にご記入ください。） 

英語力 TOEIC      点   ・   TOEFL    点   ・   英検     級 

スケジュール作成の際
に重視すること □受験時期を重視する □学習進度を重視する

教育訓練給付制度 □使用予定 □使用する予定は無い

USCPA を目指そうと 
思ったきっかけ 

□ 業務上必須のため □ 会計知識習得のため □ 自己啓発のため □ 就職・転職のため
□ 英語力アップのため □ ライセンスを取得したい □ 外国への移住のため

その他 
(ご質問・ご希望等あればご記入ください) 

プランは当日～1週間以内に、ご希望の返信方法にてお渡しさせて頂きます。 
個別ガイダンスをご希望の場合は、日時を確認の上、当校よりご連絡させて頂きます。 
 

個人情報の取り扱いについて 
ご記入頂きましたお客様の個人情報（氏名、住所、メールアドレス、ご出身校など）については、キャンペーンのお知らせ、ご質問への回答および講座のご案内のためにのみ利用させて頂きます。
当該目的のみに利用し、第三者に無断で提供することはございません。 

QD


	FAX

	fill_1: 
	FAX: 
	fill_12: 
	fill_15: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	fill_2: 
	Text5: 
	Text6: 
	fill_3: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Check Box12: Off
	Check Box11: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box13: Off
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text7: 
	Text30: 
	Text31: 


