
❶入学前納入金（入学金・分割払い2月末支払い分）は保護者の方が支払い、入学後の費用は自分で支払う方法
▶	日本学生支援機構
　　（JASSO）
	 奨学金を利用する

収入 JASSO奨学金　2022年4月～2023年3月 JASSO奨学金　2023年4月～2024年3月 合計
￥80,000/月×12 ヵ月＝￥960,000 ￥80,000/月×12 ヵ月＝￥960,000 ¥1,920,000

学費 分割払い1年次9月末 分割払い1年次2月末 分割払い2年次7月末 合計
¥589,000 ¥680,000 ¥666,000 ¥1,935,000

返済 JASSO奨学金 卒業後　￥15,059/月×13年　

収入 JASSO奨学金　2022年4月～2023年3月 JASSO奨学金　2023年4月～2024年3月 合計
￥80,000/月×12 ヵ月＝￥960,000 ￥80,000/月×12 ヵ月＝￥960,000 ¥1,920,000

学費 分割払い1年次9月末 分割払い1年次2月末 分割払い2年次7月末 合計
¥589,000 ¥680,000 ¥666,000 ¥1,935,000

返済 JASSO奨学金 卒業後　￥15,059/月×13年　

●鉄道学科入学　　

※返済例の奨学金は年利３％で計算しています。 ［日本学生支援機構・奨学金・第2種］

▶	企業実習（デュアル）コースに
	 入学する

▶	日本学生支援機構（JASSO）
　 奨学金を利用し、
　　企業実習（デュアル）コースに
　 入学する

●トラベル学科　企業実習（デュアル）コース入学

収入
JASSO奨学金+実習報酬等

2022年4月～2023年3月
JASSO奨学金+実習報酬等

2023年4月～2024年1月 合計

￥90,000/月×12ヶ月＝￥1,080,000 ￥90,000/月×10ヶ月＝￥900,000 ¥1,980,000

学費 月払い学費 進級前学費3月末 月払い学費 合計
￥60,000×11回＝￥660,000 ¥443,000 ￥60,000×11回＝￥660,000 ¥1,763,000

返済 JASSO奨学金 卒業後　返済額は、貸与額により変動します

●ホテル＆ブライダル学科　企業実習（デュアル）コース（夜間部）入学 ➡ 企業実習制度の詳細は、入学案内書Ｐ65をご参照ください。

収入 実習報酬等　2022年4月～2023年3月 実習報酬等　2023年4月～2024年1月 合計
￥70,000/月×12 ヵ月＝￥840,000 ￥70,000/月×10 ヵ月＝￥700,000 ¥1,540,000

学費 月払い学費 進級前学費3月末 月払い学費 合計
￥60,000×11回＝￥660,000 ¥75,000 ￥60,000×11回＝￥660,000 ¥1,395,000

［日本学生支援機構・奨学金・第2種］

❷すべて自分の力で、進学・卒業をめざす方法
▶	　国の教育ローンと
	 　日本学生支援機構（JASSO）　　　　	
　　奨学金を利用する

●ホテル学科入学　

※返済例の国の教育ローンは年利1.68％、奨学金は年利３％で計算しています。

収入 国の教育ローン JASSO奨学金　2022年4月～2023年3月 JASSO奨学金　2023年4月～2024年3月 合計
¥1,700,000 ￥50,000/月×12 ヵ月＝￥600,000 ￥50,000/月×12 ヵ月＝￥600,000 ¥2,900,000

学費 入学前納入金 分割払い1年次９月末 分割払い1年次2月末 分割払い2年次7月末 合計
¥970,000 ¥594,000 ¥700,000 ¥674,000 ¥2,938,000

返済 国の教育ローン 在学中　￥2,400/月　卒業後　￥12,200/月×13年
JASSO奨学金 卒業後　￥10,055/月×12年

▶	　日本学生支援機構（JASSO）
　　奨学金（入学時特別増額を含む）
　				を利用し企業実習（デュアル）　　	
　　コースに入学する

●トラベル学科　企業実習（デュアル）コース入学　

※返済例の奨学金は年利3％で計算しています。

収入
JASSO奨学金

（入学時特別増額）
JASSO奨学金+実習報酬等

2022年4月～2023年3月
JASSO奨学金+実習報酬等

2023年4月～2024年1月 合計

¥500,000 ¥90,000/月×12 ヶ月＝￥1,080,000 ¥90,000/月×10ヶ月＝900,000 ¥2,480,000

学費 入学前納入金 月払い学費 進級前学費3月末 月払い学費 合計
¥422,000 ￥60,000×11回＝￥660,000 ¥443,000 ￥60,000×11回＝￥660,000 ¥2,185,000

返済 JASSO奨学金 卒業後　返済額は、貸与額により変動します

※返済例の国の教育ローンは年利1.68％で計算しています。

▶	　国の教育ローンを利用し
　	　企業実習（デュアル）コースに
	 	　入学する

●ホテル&ブライダル学科　企業実習（デュアル）コース（夜間部）入学　

収入 国の教育ローン 実習報酬等
2022年4月～2023年3月

実習報酬等
2023年4月～2024年1月 合計

¥300,000 ￥70,000/月×12 ヶ月＝￥840,000 ￥70,000/月×10ヶ月＝￥700,000 ¥1,840,000

学費 入学前納入金 月払い学費 進級前学費3月末 月払い学費 合計
¥240,000 ￥60,000×11回＝￥660,000 ¥75,000 ￥60,000×11回＝￥660,000 ¥1,635,000

返済 国の教育ローン 在学中　￥500/月　卒業後　￥5,300/月×5年

学費シミュレーション例

［日本学生支援機構・奨学金・第2種］

お 答 えしま す
学 費 の 　 　 　 にハテナ？

S U N D A I  T R A V E L  &  H O T E L  C O L L E G E



学費や経済的なことで悩んでいませんか？

あなたの悩みにお答えします。

知らないから不安になるのです。

この冊子を見れば

きっと将来への展望が開けます。

学費は「いつ」「いくら」納入すればいいのかわからない…
▶ 「一括払い」、「分割払い」、「月払い」について

自立進学できる「働きながら学ぶ」制度はありますか？
▶ ［ケース①］	入学時の費用は親が払いますが、「その後」が心配…

▶ ［ケース②］ 自分の力のみで進学・卒業をめざしたいけれど…

▶ ホテル＆ブライダル学科／企業実習（デュアル）コース（夜間部）

▶ トラベル学科／企業実習（デュアル）コース

自宅からは通学できないけれど、「東京で進学」したい
▶ 指定学生寮優待制度・指定学生寮・提携学生寮・社員寮入寮制度

親に負担をかけずに自分の力で進学したいけれど…
▶ 「日本学生支援機構（JASSO）奨学金」について

▶ 「国の教育ローン」について
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学費は「いつ」 「いくら」
納入すればいいのかわからない…

学費は、「一括払い」の場合、入学手続き時に
「１年次学納金合計」を納入いただきます。

その他にも「分割払い」、「月払い」制度があります。
※「月払い」制度は、トラベル学科・ホテル＆ブライダル学科（昼夜間部）のみ利用可能

1年次分全額を入学手続締切日までに、
2年次分全額を進級前（2月末まで）に納入する方法です。

（一例）

選考日 結果発表日 入学手続締切日

第1回 10月  9日（土） 10月15日（金） 11月26日（金）
第5回  11月 7日（日） 11月11日（木） 12月24日（金） など

※入学手続締切日は入学選考日程により異なります。

➡ 詳しい日程は 募集要項	P5　 をご参照ください。

一括払い

トラベル学科・ホテル＆ブライダル学科（昼夜間部）のみ利用可能な支払い方法で、
「入学手続き時」「入学前」「進級前」の3回に一部納入し、残りを毎月納入する制度です。

月 払 い

1

3 4

1
年
次

  
 学科 　　　　 　　　　　

納入期限
入学手続き時 2022年

2月28日
2022年4月～

2023年2月まで
毎月末

トラベル
学科

企業実習
（デュアル）コース ¥130,000 ¥292,000 ¥60,000

実践科目
セレクトコース ¥130,000 ¥267,000 ¥60,000

ホテル＆
ブライダル

学科

企業実習
（デュアル）コース ¥110,000 ¥130,000 ¥60,000
イベントプロデュース

コース ¥110,000 ¥365,000 ¥60,000

2
年
次

  
 学科 　　　　 　　　　　

納入期限 2023年
3月31日

2023年4月～
2024年2月まで

毎月末

トラベル
学科

企業実習
（デュアル）コース ¥443,000 ¥60,000

実践科目
セレクトコース ¥418,000 ¥60,000

ホテル＆
ブライダル

学科

企業実習
（デュアル）コース ¥75,000 ¥60,000
イベントプロデュース

コース ¥300,000 ¥60,000

＊各学年ごとに事務手数料（10,000円）が含まれています。      
＊トラベル学科とホテル&ブライダル学科の企業実習（デュアル）コースは各学年につき、企業実習費（25,000円）を含んでいます。

「入学手続き時」「2022年2月末」「2022年9月末」「2023年2月末」
「2023年7月末」の5回に分けて納入する方法です。

分割払い

 学科　　　　　　　　　　　 　        　納入期限 1年1回目
入学手続き時

1年2回目
2022年2月28日

1年3回目
2022年9月30日

2年1回目
2023年2月28日

2年2回目
2023年7月31日

ホテル学科 ¥120,000 ¥850,000 ¥594,000 ¥700,000 ¥674,000
ブライダル学科 ¥120,000 ¥850,000 ¥594,000 ¥703,000 ¥700,000

トラベル学科
企業実習（デュアル）コース ¥120,000 ¥510,000 ¥442,000 ¥550,000 ¥543,000
実践科目セレクトコース ¥120,000 ¥510,000 ¥417,000 ¥540,000 ¥528,000

鉄道学科 ¥120,000 ¥810,000 ¥589,000 ¥680,000 ¥666,000

ホテル&ブライダル
学科（昼夜間部）

企業実習（デュアル）コース ¥100,000 ¥475,000 ¥315,000 ¥370,000 ¥355,000
イベントプロデュースコース ¥100,000 ¥600,000 ¥425,000 ¥480,000 ¥470,000

＊入学手続き時に1年1回目、2回目の合計を納入することも可能です。
＊2月6日㈰以後の選考での合格者は、入学手続き時に1年1回目・2回目の合計を納入していただきます。 
＊トラベル学科とホテル&ブライダル学科の企業実習（デュアル）コースは各学年につき、企業実習費（25,000円）を含んでいます。



 親に負担をかけず

「自分の力で進学」
 したいけれど…

「日本学生支援機構（JASSO）奨学金」制度を利用できます。
◎学生本人の名義で借り、返済は卒業後に自分で支払います。

「国の教育ローン」を利用できます。
◎保護者の名義で借り、在学中は利息のみの支払いにすることもできます。

「企業実習（デュアル）コース」を設置しています。
◎企業実習を行うことで報酬を得て、学費の一部に充当することができます。

「日本学生支援機構奨学金」は世帯所得の上限などの要件を満たした学生に対して、
毎月一定額を貸与する制度です。多くの学生が利用しています。
▶	「日本学生支援機構	奨学金制度」については	P7	をご参照ください。※利用例1

日本学生支援機構
奨学金制度

「国の教育ローン」は日本政策金融公庫が運営している公的な制度です。
低金利なので多くの保護者が利用しています。
▶	「国の教育ローン」については	P8	をご参照ください。※利用例2

国の教育ローン

ホテル＆ブライダル学科（昼夜間部）とトラベル学科には、
企業実習（デュアル）コースがあり、企業実習を行うことで報酬を得ることができます。
▶	「企業実習（デュアル）コース」に入学した場合のシミュレーションは	P10	をご参照ください。

企業実習（デュアル）
コース

《 利用例 1 》 《 利用例 2 》 

● ホテル学科の場合 ● ブライダル学科の場合

分割払いを利用し、
入学金と入学前の

支払いは保護者負担
日本学生支援機構

奨学金 日本学生支援機構奨学金 国の教育ローン

（収入）3,130,000円

日本学生支援機構奨学金
90,000円／月

24 ヶ月／2,160,000円

保護者負担 970,000円
入学金／120,000円

入学前（2/28）／850,000円

1年次学費
1,564,000円

2年次学費
1,374,000円

（学費）2,938,000円

※他に企業実習の報酬収入があります。
※日本学生支援機構の奨学金は月々 の貸与なので、
　学費支払い時期まで貯めておく必要があります。

※他に企業実習の報酬収入があります。
※日本学生支援機構の奨学金は月々 の貸与なので、
　学費支払い時期まで貯めておく必要があります。

日本学生支援機構奨学金
50,000円／月

24 ヶ月／1,200,000円

国の教育ローン
1,800,000円

（収入）3,000,000円 （学費）2,967,000円

1年次学費
1,564,000円

2年次学費
1,403,000円

（　　　　　）

2

新型コロナウイルスの感染状況により、企業実習が変更もしくは中止となる場合があります。！
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日本学生支援機構 奨学金制度（貸与型） 〈学生本人の名義で借用〉 駿台修学支援 

国の教育ローン 〈保護者の名義で借用〉

予約採用をお勧めします 奨学金を利用希望の方には、高校在籍時の申込（予約採用）をお勧めします。
進学先の学校が決定していなくても申請ができるので安心です。

国の教育ローンが
借りられなかったら

日本学生支援機構の「入学時特別増額貸与奨学金」を申し込むことができ、最大で50万円まで貸与を受けるこ
とができます。この制度を利用して学費を用意する方のために、本校では「学費納入猶予制度」があります。

▶	詳細は、	 日本学生支援機構HP（http://www.jasso.go.jp/）	をご覧ください。 ▶	詳細は、	 国の教育ローン（日本政策金融公庫）HP（http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html）	をご覧ください。

種類
第一種奨学金（無利子）／第二種奨学金（有利子）／
海外留学のための奨学金／入学時特別増額貸与奨学金 等

融資
限度額

学生1人につき350万円以内（融資限度額内であれば重複して可能） 
※一定の要件に該当する場合は450万円以内

［第一種］

［第二種］

無利子	▶	人物、資質とも優秀で経済的理由で就学困難な学生が対象

貸与月額 	20,000円〜53,000円（自宅通学）〜60,000円（自宅外通学）から選択制

有利子	▶	在学中は無利子、卒業後は年3％を上限とする有利子

貸与月額 	20,000円〜120,000円（10,000円刻み）

入学時特別増額貸与
「国の教育ローン」に申し込んだけれども利用でき
なかった人を救済する制度です。最大50万円ま
で貸与を受けることができます。

 本校独自の「学費納入猶予制度」
が利用できます。

入学時特別増額貸与奨学金が含まれた「奨学生採用候
補者決定通知」をお持ちの方は、本校の入学金以外の
学費納入が、初回貸与日まで延長できます。
詳細は、募集要項 P11をご参照ください。

対象

返済
方法

毎月元利均等返済（毎月の返済が一定です。）
※ボーナス月増額返済も可能です。
　ボーナス返済分は最大で融資額の１/2です。

貸与月額 3万円（月額／2年間） 5万円（月額／2年間） 8万円（月額／2年間）10万円（月額／2年間）12万円（月額／2年間）
貸与総額

（返還総額）
720,000円

（833,004円）
1,200,000円

（1,448,002円）
1,920,000円

（2,349,227円）
2,400,000円

（3,018,568円）
2,880,000円

（3,672,102円）
返還回数

（返還月賦額）
108回

（7,713円）
144回

（10,055円）
156回

（15,059円）
180回

（16,769円）
192回

（19,125円）
※利率は、年利率の上限3.0%で貸与されたものとして計算しています。なお、端数整理の関係で単純に返還月賦額に返還回数を乗じても返還総額になりません。

《 利用例 》 第二種奨学金

 無利子の第一種と有利子の第二種の併用も可能です。

申込
方法
・
時期

〈予約採用〉 進学先が決まる前に予約することができる方法です。高校生は在籍高校へ、高卒2年以内の既卒の方は出身高校
にお問い合わせください。進学先入学後に手続きを行い、約1か月後に貸与を開始します。

〈在学採用〉 本校入学後に申し込みます。4月に説明会を実施します。貸与は早くて5月からの開始となります。
〈緊急採用、応急採用〉 家計の急変等で奨学金が急に必要な場合は本校教務担当までご相談ください。

 国の教育ローン（日本政策金融公庫）のホームページでは、借入予定額、返済予定期間、返済方法等を
入力することにより、返済額等を詳しくシミュレーションすることができます。

日本学生支援機構奨学金は世帯所得の上限などの要件を満たした学生に対して、
毎月一定額を貸与する制度です。多くの学生が利用しています。

本校は国の修学支援制度・日本学生支援機構（以下JASSO）給付型奨学金の対象機関ではありませんが、
国の制度に代わり、世帯収入により、入学金および授業料の免除または一部減免をする、駿台独自の修学支
援を行います。減免額はJASSOの給付型奨学金の支援区分に準じて決定しますので、この修学支援をご希
望の方は、高校等で募集されるJASSO給付型奨学金の予約採用の申し込みをしてください。JASSO給付型
奨学金の予約採用の申込時期（例年は夏頃）や申込方法等の詳細は在籍する高校等にてご確認ください。
当駿台修学支援に関するご質問は本校で承ります。

「国の教育ローン」は日本政策金融公庫が運営している公的な制度です。
低金利 （年利1.68％、母子／父子家庭等は1.28% ※2021年2月1日現在 ） なので多くの保護者が利用しています。

JASSOの給付型奨学金の予約採用を申し込まなかった方、および申し込んだ結果、予約採用候補者にならなかった方は対象に
なりませんので、ご注意ください。

！
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住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生で学習意欲のある方。
※駿台の修学支援の採用には、JASSOの給付型奨学金（貸与型ではありません）の予約採用候補者であることが
　条件となります。



自立進学できる

「働きながら学ぶ」
制度はありますか？

入学時の費用は親が払いますが、「その後」が心配…

学費月払い制度を利用し、企業実習報酬で月々支払うことが可能です。
※入学金及び入学前に支払う学費を除いたものを自分で支払う場合

● トラベル学科　企業実習（デュアル）コース

1年次 JASSO奨学金+トラベル企業実習報酬 等
90,000円/月×12ケ月＝1,080,000円

2年次 JASSO奨学金+トラベル企業実習報酬 等
90,000円/月×10ケ月＝900,000円 収入 1,980,000円

1年次月払い学費
60,000円/月×11ケ月＝660,000円

2年次進級前
443,000円

２年次月払い学費
60,000円/月×11ケ月＝660,000円 学費 1,763,000円

● ホテル&ブライダル学科　企業実習（デュアル）コース（夜間部）

1年次 ホテル・ブライダル企業実習報酬 等
70,000円/月×12ケ月＝840,000円

2年次 ホテル・ブライダル企業実習報酬 等
70,000円/月×10ケ月＝700,000円 収入 1,540,000円

1年次月払い学費
60,000円/月×11ヶ月=660,000円

２年次月払い学費
60,000円/月×11ヶ月=660,000円 学費 1,395,000円

2年次進級前 75,000円

自分の力のみで進学・卒業をめざしたいけれど…

国の教育ローンもしくは、日本学生支援機構（JASSO）奨学金 入学時特別増額を利用し、
入学前納入金を支払い、学費月払い制度を利用し、
日本学生支援機構奨学金や企業実習報酬から月々支払うことが可能です。

● トラベル学科　企業実習（デュアル）コース

JASSO入学時特別増額
500,000円

1年次 JASSO奨学金+トラベル企業実習報酬 等
90,000円/月×12ケ月＝1,080,000円

2年次 JASSO奨学金+トラベル企業実習報酬 等
90,000円/月×10ケ月＝900,000円

入学前納入金
422,000円

1年次月払い学費
60,000円/月×11ケ月＝660,000円

2年次進級前
443,000円

２年次月払い学費
60,000円/月×11ケ月＝660,000円 学費 2,185,000円

収入 2,480,000円

国の教育ローン
300,000円

1年次 ホテル・ブライダル企業実習報酬 等
70,000円/月×12ケ月＝840,000円

2年次 ホテル・ブライダル企業実習報酬 等
70,000円/月×10ケ月＝700,000円

入学前納入金
240,000円

1年次月払い学費
60,000円/月×11ケ月＝660,000円

２年次月払い学費
60,000円/月×11ケ月＝660,000円 学費 1,635,000円

収入 1,840,000円

● ホテル&ブライダル学科　企業実習（デュアル）コース（夜間部）

2年次進級前 75,000円

ホテル＆ブライダル学科　企業実習（デュアル）コース（夜間部）

トラベル学科 企業実習（デュアル）コース
では、企業実習を行うことで、報酬を得ることができます。

Q

Q

A1

学費月払い制度を利用し、日本学生支援機構（JASSO）奨学金と
企業実習報酬で月々支払うことが可能です。
※入学金及び入学前に支払う学費を除いたものを自分で支払う場合

A2

A

ケース1

ケース2

3

新型コロナウイルスの感染状況により、企業実習が変更もしくは中止となる場合があります。！

※ケース1・ケース2の企業実習報酬額は、実習日数・実習時間が実習先企業によって異なるため、シミュレーションと相違する場合があります。
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● ホテル&ブライダル学科

企業実習（デュアル）コース（夜間部）

八芳園

勤 務 地
白金台

業務内容
婚礼サービス  他

通勤時間（学校▶勤務地）
30分

ホテルメトロポリタン

勤 務 地
池袋

業務内容
レストラン／客室

通勤時間（学校▶勤務地）
10分

JTBグループ帝国ホテル東京

勤 務 地
日比谷

業務内容
レストラン／客室

通勤時間（学校▶勤務地）
25分

ザ・ペニンシュラ東京

勤 務 地
日比谷

業務内容
レストラン／客室

通勤時間（学校▶勤務地）
25分

浅草ビューホテル

勤 務 地
浅草

業務内容
レストラン

通勤時間（学校▶勤務地）
30分 ※社員寮入寮制度有

京王プラザホテル

勤 務 地
新宿

業務内容
レストラン／客室

通勤時間（学校▶勤務地）
20分 ※社員寮入寮制度有

実習先企業（実績一例） 新型コロナウイルスの感染状況により、業務内容の変更もしくは、実習受け入れがない場合もあります。！

※実習日数・実習時間は実習先企業によって、異なります。

JTBグループJTBグループ企業

勤 務 地
グループ各社

業務内容
入力・発送業務

通勤時間（学校▶勤務地）
10分（池袋の場合）

JTBグループKNTグループ企業

勤 務 地
グループ各社

業務内容
入力・発送業務

通勤時間（学校▶勤務地）
20分（新宿の場合）

JTBグループ日本旅行

勤 務 地
グループ各社

業務内容
入力・発送業務

通勤時間（学校▶勤務地）
30分（四ッ谷の場合）

● トラベル学科

企業実習（デュアル）コース

エイチ・アイ・エス

勤 務 地
本社または各営業所

業務内容
営業所補助

通勤時間（学校▶勤務地）
25分（本社の場合）

はとバス

勤 務 地
本社または各営業所

業務内容
受付・誘導

通勤時間（学校▶勤務地）
20分（東京の場合）

小田急トラベル

勤 務 地
本社または各営業所

業務内容
旅行販売補助

通勤時間（学校▶勤務地）
20分（新宿の場合）

JTBグループテック航空サービス

勤 務 地
本社

業務内容
手配業務補助

通勤時間（学校▶勤務地）
30分

エヌオーイー

勤 務 地
本社

業務内容
手配業務補助

通勤時間（学校▶勤務地）
30分

旅工房

勤 務 地
本社

業務内容
入力・営業業務

通勤時間（学校▶勤務地）
15分

実習先企業（実績一例） 新型コロナウイルスの感染状況により、業務内容の変更もしくは、実習受け入れがない場合もあります。！

※実習日数・実習時間は実習先企業によって、異なります。
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自宅からは通学できないけれど、

「東京で進学」したい

「指定学生寮優待制度」を利用できます。
※トラベル学科、ホテル＆ブライダル学科（昼夜間部）のみ

「指定学生寮、提携学生寮」を紹介します。

「社員寮入寮制度」を利用できます。
※ホテル＆ブライダル学科企業実習（デュアル）コース（夜間部）のみ

※寮の場所は、共立メンテナンスで選定します。

契約時費用 入寮費（1年契約）80,000円／保証金50,000円／年間管理費144,000円／合計274,000円
月額費用 69,200円（朝・夕食2食付）　その他にかかる費用（電気代・通信設備等）の詳細はお問い合わせください。
契約期間 本校在学中
募集人数 若干名（申し込み多数の場合は選考を実施します。）

申し込み方法 受付期間　合格時～2022年2月末
※合格後、申し込み方法等詳細は入学相談室へお問合わせください。 0120-285-294

トラベル学科・ホテル＆ブライダル学科（昼夜間部）の学生が、
割安な特別費用にて入寮できる制度です。

指定学生寮
優待制度

※上記以外にも指定寮があります。詳しくはお問い合わせください。➡ 募集要項	P15  を参照もしくは、別途パンフレットをご請求ください。

共立メンテナンス
寮名 ドーミー板橋本町 ドーミー白山 ドーミー本蓮沼 ドーミー西日暮里

最寄駅 都営三田線「板橋本町」駅 都営三田線「白山」駅 都営三田線「本蓮沼」駅 JR山手線「西日暮里」駅
男/女 男 男 女 女

月額寮費（食事付） ¥90,500 ¥95,500 ¥101,500 　¥92,200 ～
年間管理費 ¥226,000 ¥226,000 ¥246,000 ¥236,000

保証金 ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000
入寮費（２年契約） ¥190,000 ¥210,000 ¥230,000 ¥210,000

指定学生寮
共立メンテナンス

注：部屋タイプにより寮費等が異なります。※上記以外にも提携寮があります。詳しくはお問い合わせください。

東仁学生会館
寮名 ひばりヶ丘学生会館 ドミトリー HOYA 北園女子学生会館

最寄駅 西武池袋線「ひばりヶ丘」駅 西武池袋線「保谷」駅 都営三田線「板橋区役所前」駅
男/女 男 女 女

月額寮費（食事付） ¥90,000前後 ¥90,000前後 ¥75,000前後
年間管理費（例） ¥240,000 ¥240,000 ¥240,000

保証金 ¥200,000 ¥200,000 ¥100,000
入寮費（2年契約例） ¥240,000 ¥240,000 ¥180,000

提携学生寮
東仁学生会館

北園女子学生会館 他

ホテル＆ブライダル学科企業実習（デュアル）コース（夜間部）のみの制度で、
実習先企業の社員寮に入寮できる制度です。一人暮らしなどに比べ、格安で入寮できます。

❶浅草／浅草駅

■浅草ビューホテル

❶新宿／新宿駅・都庁前駅

■京王プラザホテル〈社員寮入寮企業実習先実績例〉
❶…勤務地／最寄駅

※実習企業側の事情により、社員寮をご提
供できない場合もございます。

※右記は、実績の一例です。これ以外にも
社員寮入寮制度を利用できるホテルがあり
ます。詳しくはお問い合わせください。

社員寮入寮制度

4
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