
特待生制度

1.IBC特待生制度
受験資格 昼間部受験者で本校を専願とする者　※大学・短大併願制度利用者除く

選考基準 人物・学力に優れ、優秀な人材として期待される方

募集定員 20名程度

応募時期 第1回〜第3回入試　（入試と同日に選考試験）

応募方法 入学願書の申込欄にチェック　（出願後の申し込み不可）

選考内容

①書類選考

②面接　（入試の成績で選考）

③学力試験（一般入試を受験の場合、入試の成績で選考）

免除額

入学金を除く1年次授業料から免除　【特待生A】720,000円　

　　　　　　　　　　　　　　　　  【特待生B】360,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　  【特待生C】100,000円

結果通知 合否結果と同時に通知

2.ホスピタリティ特待生制度
受験資格 全学科受験者　※大学・短大併願制度利用者除く

選考基準 学習意欲が高くコミュニケーション能力に優れている方

募集定員 10名程度

応募時期 第1回〜第3回入試　（入試と同日に選考試験）

応募方法 入学願書の特待生制度申込は必要ありません

選考内容
①書類選考

②面接（入試時の成績で選考）

免除額 1年次授業料から50,000円免除

結果通知 合否結果と同時に通知

3.学生寮特待生制度
受験資格 全学科受験者　※大学・短大併願制度利用者除く

受験条件

本校への進学を希望し、自宅からの通学が困難で、入寮の条件を守れる方

入寮条件	①寮内のルールを守り、模範生として生活を送ること　②寮の見学や各種イベントに協力すること
合格後の取消しは不可

募集定員 10名程度

応募時期 第1回〜第3回入試

応募方法 入学願書の申込欄にチェック（出願後の申し込み不可）

選考内容
①書類選考

②面接（入試時の成績で選考）

対象寮 ドーミー大橋（空室の関係上、左記以外の寮を紹介する場合があります。予めご了承ください。）

入寮手続費用 通常	366,000円　→　100,000円（1年契約時）
正規料金と比べ1年間で

452,000円の減額月額寮費 通常　71,200円　→　		55,700円/月　（朝・夕2食付）
※別途電気料金・通信設備料実費

結果通知 合否結果と同時に通知

重複申し込み可。重複採用なし
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サポート制度

1.資格・検定取得者サポート制度
対象学科 全学科

応募条件

下記の資格・検定のいずれかを有する方

※資格・検定の種類により免除額が異なります。（	A・Bの2パターンあり）

A	・TOEIC	550点以上

・実用英語技能検定	2級以上

B	・TOEIC	400点以上〜550点未満

・実用英語技能検定	準2級

・全国商業高等学校協会	英語検定	1級

・日本漢字能力検定	準2級

・危険物取扱者	乙種4類

・文科省	実務技能検定協会	秘書検定	2級以上

・全国商業高等学校協会	簿記実務検定（会計・原価計算）1級

・全国商業高等学校協会	ビジネス文書実務検定	1級

・日本商工会議所	簿記検定	2級以上

募集定員 応募条件に該当すると認められた方全員

応募方法
入学願書のサポート制度申込欄にチェック
㊟出願後の申し込み不可。ただし、上記応募条件に記載の指定資格・検定を本校合格後に取得された場
合は、必要書類を2022年3月18日まで（必着）提出することにより申請できます。

免除額 1年次授業料からAグループ	50,000円免除。Bグループ	30,000円免除

提出書類
・サポート制度申込書（P21）

・資格・検定取得証明書又は合格証のコピー

2.出席優良者サポート制度
対象学科 全学科（高校卒業見込者のみ）

応募条件 高等学校在籍期間中、皆勤（遅刻・欠席・早退なし）の方

募集定員 応募条件に該当すると認められた方全員

応募方法
入学願書のサポート制度申込欄にチェック　（出願後の申し込み不可）
［調査書で確認するため提出書類はありません］

提出書類
不要　調査書で確認

（調査書に遅刻・欠席・早退数の記載が必要です）

免除額 1年次授業料から	30,000円免除

重複申し込み不可
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その他制度

1.大学・短大併願制度
対象学科 全学科

入試種別 一般入試

応募時期 第1回（10/9･10）〜第6回入試（2/12）

応募方法 入学願書の申込欄にチェック及び必要項目記入　（出願後の申し込み不可）

入学手続き

当校合格発表後、手続き締切日までに入学金のみを納入（辞退の場合返金はありません）

入学希望の方は2022年3月11日（金）までに残りの施設費・前期授業料を納入のうえ、所定の書類を提

出してください

2.家族支援制度
対象学科 全学科

応募条件 兄弟姉妹または保護者の方が本校に在学中又は卒業した方　（同時入学の場合はどちらか1名のみ）

募集定員 応募資格に該当すると認められた方全員

応募時期 全入試日程

応募方法 入学願書の申込欄にチェック及び必要事項を記入　（出願後の申し込み不可）

免除額 1年次授業料から昼間部	100,000円、夜間部	70,000円免除

3.西鉄グループ社員支援制度
対象学科 全学科

応募条件 入学時点で保護者が西鉄グループ企業に在職中の方　（統一社員証をお持ちの方）

募集定員 応募資格に該当すると認められた方全員

応募時期 全入試日程

応募方法 入学願書の申込欄にチェック及び必要事項を記入（出願後の申し込み不可）

免除額 1年次授業料から昼間部	100,000円、夜間部	70,000円免除

4.離島支援制度
対象学科 全学科

応募条件

沖縄県全域及び長崎県の離島（壱岐・対馬・五島）、鹿児島県の離島（奄美大島・与論島・種子島・屋久

島・徳之島・喜界島・沖永良部島）に本人及び保護者が在住し（本人が単身で本土の高校に在籍している場

合を含む）、本校への進学を希望する高校生の方

募集定員 応募資格に該当すると認められた方全員

応募時期 全入試日程

応募方法 入学願書の申込欄にチェック　（出願後の申し込み不可）

免除額 1年次授業料から昼間部	100,000円、夜間部	70,000円免除

重複申し込み可。重複採用あり
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5.災害被災者支援制度

対象者
2019年4月〜2022年3月の間に自宅等が地震や台風・豪雨などにより全壊・半壊等の被害に遭われた方

又は過去1年間に保護者が逝去された方

応募方法 支援を希望される方は、入学願書の申込欄にチェックしてください。

手続き
願書での申し込みがあった方で、合格された方には個別に手続きに関する文書をお送りしますので、

その手続きにそって書類を期限までに提出してください。

支援内容

・自宅等が全壊の場合　昼間部	20万円　夜間部	15万円

・自宅等が半壊の場合　昼間部	10万円　夜間部	7万円

・父母等が逝去の場合　5万円

・その他、入学金等の振込時期や授業料の一括納入から分割納入への切替えなどのご相談に応じます。

6.学費分割納入制度

制度の概要
入学時に必要な入学金・施設費を除く各学年の学費（授業料）について、毎月均等支払い、ボーナス併用支払い
から選択していただき、4月（2年次は3月）から翌年の2月まで、毎月の口座振替で納入していただく制度です。

採用条件

下記の条件を全て満たし、入学手続き（入学手続き金の納入／誓約書提出）を完了された方を採用とします。
①ご家庭の経済的な事情により、学費納入規定に基づく納入が困難な方
②オープンキャンパス、来校相談会又は進学相談会に参加した方
③出願時に「学費分割納入制度」の利用を申し出た方
④入学金・施設費を納入し、所定の手続きを終えて、本校から「入学決定通知」を受領された方

採用人数
昼間部…全学科で40名程度（採用定員になり次第締め切ります）
夜間部…原則として希望者全員

分割納入方法

1. 入学金・施設費を所定の期日までに納入
2. 前期・後期授業料の支払方法を①、②から選択（※夜間部については毎月均等支払いのみ）
 ①毎月均等支払い　②ボーナス併用支払い（ボーナス月　8月、1月）
3. 本校が指定する銀行（福岡銀行）に口座を開設
4. 毎月下旬の指定日（25日）に当月分の分割納入額を口座振替

事務手数料 20,000円（年間）毎年4月分の分割学費に加算します

分割金利 ありません

※合格決定後や入学後の途中申し込みはできません。必ず出願時にお申し込みください。
※中途退学の場合は、在籍期（前期又は後期）までの授業料を全額納入していただきます。
※詳細については入学相談係までお問い合わせください。
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　　　分割納入方法

-昼間部- ① 毎月均等支払い （単位：円）
合格時 ４月 ５月〜２月 1年次合計 ３月 ４月 ５月〜２月 ２年次合計

・ホテル・ブライダル科
・エアライン科
・鉄道科
・国際ビジネス科

入学金 100,000 分割学費 70,000
分割学費
65,000 1,020,000 施設費

180,000

分割学費 70,000
分割学費
65,000 920,000

施設費 180,000 事務手数料 20,000 事務手数料 20,000

② ボーナス併用支払い （単位：円）
合格時 ４月 ５月〜７月 ８月 ９月〜12月 １月 ２月 1年次合計

入学金 100,000 分割学費 70,000
分割学費
45,000

ボーナス月
145,000

分割学費
45,000

ボーナス月
145,000

分割学費
45,000 1,020,000

施設費 180,000 事務手数料 20,000

３月 ４月 ５月〜７月 ８月 ９月〜12月 １月 ２月 ２年次合計

施設費
180,000

分割学費 70,000
分割学費
45,000

ボーナス月
145,000

分割学費
45,000

ボーナス月
145,000

分割学費
45,000 920,000

事務手数料 20,000

-夜間部- ① 毎月均等支払い （単位：円）
合格時 ４月 ５月〜２月 1年次合計 ３月 ４月 ５月〜２月 ２年次合計

・夜間総合観光科
入学金 70,000 分割学費 30,000

分割学費
45,000 640,000 施設費

70,000

分割学費 30,000
分割学費
45,000 570,000

施設費 70,000 事務手数料 20,000 事務手数料 20,000

諸制度との併用 指定校推薦、特待生制度・サポート制度・その他制度該当の方で授業料の免除がある場合
は免除後の額に4月の事務手数料を加算して分割納入となります。　

その他
学費以外の納入金（教科書代金、研修旅行費用など）については、分割納入制度の対象には
なりません。
中途退学の場合は在籍期（前期又は後期）までの授業料を全額納入していただきます。

お問合せ　専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 総務部（tel 092-522-3135）
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