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学費課程別一覧表（総学費） Ecole de
Patisserie
de Tokio

学　　　　費 洋菓子本科 和菓子本科 パン本科 洋菓子専科 和菓子専科 パン専科

（
①
の
内
訳
）

入学金 360,000 360,000 360,000 180,000 180,000 180,000

施設費・授業料・実習費 515,000 515,000 515,000 257,500 257,500 257,500

教科書代 41,670 39,370 49,650 24,720 24,720 32,250

※在学諸費（第１学年分） 92,030 92,030 92,030 41,730 41,730 41,730

※実習白衣代 35,420 35,420 35,420 35,420 35,420 35,420

※実習器具代 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

①入学決定後の指定期日納付 1,084,120 1,081,820 1,092,100 579,370 579,370 586,900

②2021年６月納付
　（授業料・実習費） 335,000 335,000 335,000 167,500 167,500 167,500 

③2021年９月納付
　（施設費・授業料・実習費） 515,000 515,000 515,000 257,500 257,500 257,500 

④2021年12月納付
　（授業料・実習費） 335,000 335,000 335,000 167,500 167,500 167,500 

⑤2022年３月納付
　（施設費・授業料・実習費・※在学諸費第2学年分） 623,600 692,600 571,600 280,300 280,300 280,300

⑥2022年６月納付
　（授業料・実習費） 370,000 370,000 338,000 185,000 185,000 185,000 

⑦2022年９月納付
　（施設費・授業料・実習費） 550,000 550,000 498,000 275,000 275,000 275,000 

⑧2022年12月納付
　（授業料・実習費） 370,000 370,000 338,000 185,000 185,000 185,000 

学 費 納 付 額 合 計 4,182,720 4,249,420 4,022,700 2,097,170 2,097,170 2,104,700

【備考】 ●記載された学費は総額費です。この他にはかかりません。
 ●入学金については、理由によらず還付いたしません。
 ●※印の学費には、消費税が含まれています。（主な学費は非課税）

 ●学費は、学校の指定銀行に所定の納付用紙を用いて振込んで下さい。
 ●学費は分納制です。（年４回）
 ●学割は第１部専門課程の学生のみが対象となります。
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本校独自の学生支援制度 Ecole de
Patisserie
de Tokio

■ＡＯ入試奨学金制度［昼間部］
ＡＯ面談時に、製菓・製パン技術修得に意欲があり、職業意識が高いと判断された成績優秀者の方を対象
とした入学金減額制度です。
　内容　入学金より100,000円減額

■指定校推薦入試奨学金制度［昼間部］
指定校推薦入試の面接時に、製菓・製パン技術修得に意欲があり、職業意識が高いと判断された成績優秀
者で、全教科目の平均評定4.0以上、欠席日数５日以内*の方を対象とした入学金減額制度です。
*３年次１学期（７月）まで、または３年次前期（９月）まで
　内容　入学金より100,000円減額 

■推薦入試奨学金制度 ［昼間部］
推薦入試の面接時に、製菓・製パン技術修得に意欲があり、職業意識が高いと判断された成績優秀者を対
象とした入学金減額制度です。関連資格取得、調査書内容（成績、出欠状況、部活動等）を総合的に判断
させていただきます。
　内容　入学金より100,000円減額

■一般入試奨学金制度 ［昼間部］
一般入試の面接時に、製菓・製パン技術修得に意欲があり、職業意識が高いと判断された成績優秀者で、
筆記試験70点以上の合格者を対象とした入学金減額制度です。
　内容　入学金より100,000円減額

■親族入学支援制度［昼間部／夜間部］
４親等以内のご親族に本校を卒業された方、または現在在籍の学生がいらっしゃる方を対象とした入学金
減額制度です。
　内容　入学金より100,000円減額

■一人暮らし応援支援金制度［昼間部／夜間部］
入試の面接時に、製菓・製パン技術修得に意欲があり、職業意識が高いと判断された成績優秀者で、本校
指定の学生寮にお申し込みされた方を対象とした授業料減額制度です（12月末内出願者対象）。
［該当者の目安：通学時間２時間30分以上が対象］
　内容　１年次の授業料より100,000円減額 
※ ＡＯ入試支援金制度／指定校推薦入試奨学金制度／推薦入試奨学金制度／一般入試奨学金制度／親族入

学支援制度との重複も可能です

■被災生徒等授業料等減免補助金［昼間部／夜間部］
東日本大震災により、学費負担者の家屋の被災状況が甚大または収入状況の変化が著しいと判明した場
合、入学金免除、学費等納入据え置き、卒業後最大10年間の分納の申請をすることができます。
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学生支援制度―［昼間部］対象の奨学金制度 Ecole de
Patisserie
de Tokio

■独立行政法人 日本学生支援機構（JASSO）奨学金制度
給付奨学金と貸与奨学金の２種類があり、人物・健康・学力・家計について基準に照らし合わせて採用と
なります。高校在学中（進学する前の春）に申込ができる「予約採用」というシステムもあります。な
お、家計の対象はあくまでも保護者となります。

■一般財団法人 林レオロジー記念財団奨学金制度
菓子およびパンに関する製法技術を習得するため、２年以上のコースの専門学校に学び、将来国内および
世界のパン・菓子業界の伝統的技術を継承し、さらに創造的発展をめざし勉学に励む２年生以上の専門学
校生を対象とした奨学金です。

■東京都育英資金
都内にお住まいで、勉学意欲がありながら経済的理由により、修学が困難な方に、無利息で奨学金をお貸
しする制度です。

学生支援制度―［夜間部］対象の奨学金制度 Ecole de
Patisserie
de Tokio

■私立高等学校等就学支援金
授業料の一部に充てる費用として、国が学校に支払い、家庭の教育費負担を軽減する制度です。

■私立高等学校等授業料軽減助成金
都内にお住まいで、在学する生徒の保護者の方の教育費負担を都が軽減するために、都が授業料の一部を
助成する制度です。

■私立高等学校等奨学給付金
都内にお住まいで、在学する生徒の保護者の方の授業料以外の教育費負担を都が軽減する制度です。

■東京都育英資金
都内にお住まいで、勉学意欲がありながら経済的理由により、修学が困難な方に、無利息で奨学金をお貸
しする制度です。
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学費ローンについて Ecole de
Patisserie
de Tokio

国の教育ローン 市 中 銀 行 信 販 会 社

ご利用いただける方 本校入学、在学される方の保護者 本校入学、在学される方の保護者 本校入学、在学される方の保護者
信販会社の承認を得られる方

収 入 条 件 等
（前年度年収）

世帯年収が以下金額以内の方
790万～1,190万円

※子供の人数に応じて変わります

収入の安定している方
※銀行によって200万円以上 収入の安定している方

融 資 額 350万円以内 300万円～500万円以内
※銀行によって異なります 学費納付金

返 済 期 間 15年以内 10年以内 信販会社により返済期間が
異なります

据 置 期 間 在学期間以内 在学期間以内 在学期間以内

使 用 目 的 入学時及び在学時に必要な費用 入学金・授業料等 入学時及び在学時に必要な費用

利 率 年利1.66％・固定
（2020年２月現在）

年利3.475％～3.975％・変動
（2020年２月現在）

※銀行によって異なります

年利3.9％～4.3％・固定
（昨年度実績）

返 済 方 法 元金均等分割払い 元金均等分割払い 元金均等分割払い

保 証 教育資金融資保証基金
または連帯保証人

保証会社による
保証制度を利用

申込内容により
連帯保証人が必要

担 保 無担保 無担保 無担保

そ の 他 教育ローンコールセンター
☎0570-008656

ご自分のお取引銀行等で
お取扱いできます

㈱ジャックス
㈱オリエントコーポレーション

㈱セディナ

●お申込みご希望の方は考査合格後、１週間以内に本校にご連絡下さい。折り返し、要項等をお送り致します。
●学費ローン希望者は学費納付期限を延長致します。
●お取引銀行やネット銀行等でも「学費ローン」を扱っていますのでご相談下さい。
● ローン手続には、時間がかかりますので３月６日（土）・22日（月）の考査受験者は初回学費のローンはご利用

できません。
●ご質問等がございましたら、会計課までお気軽にご相談下さい。

学費ローン手続のシステム（インターネットの場合は⑥以降、画面の指示に従って下さい。）

①

入学考査
合格

②
学費ローン

申請
（本校へ電話連絡）

③
本校より
要項送付

④
申請書を本校

へ返送し、
必要書類準備

⑤
本校より

学費証明書
発送

⑥
書類が

揃ったら
金融機関へ

⑦
金融機関
による
審査

⑧

融資決定




