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We are looking for students who identify with our school motto 
and who meet our admissions policy

［1］Students who identify with our unique school motto and have a strong desire to learn at our school.
［2］Students with a strong desire to take the initiative to acquire high-level knowledge and skills through learning.
［3］Students with a determination to work in the food industry who do not give up in the face of difficulties in order to

   complete their studies.

About our school motto
Docendo discimus is a Latin proverb which means “By teaching, we learn.” It is said to be from a passage in a letter from the ancient 
Roman philosopher Seneca the Younger to his friend which is part of Epistulae morales ad Lucilium (Moral Letters to Lucilius).

Since the founder of the Tsuji Group Shizuo Tsuji opened the Tsuji Chef School (former name of the Tsuji Culinary Institute) in Osaka’s 
Abeno Ward in 1960, our school motto Docendo discimus has been continuously passed down to our faculty to the present as an 
educational belief which embodies the idea of “By teaching, we learn” and its utilization.

In regards to the motto Docendo discimus, Shizuo Tsuji passionately and repeatedly stated the following: “A school is a place where 
faculty provide all their knowledge and skills to students through classes and where faculty themselves continually learn new things. The 
reason why students study is because faculty members are constantly studying. By nature, there is no end to learning in the culinary and 
patisserie fields, and this is why people working in those fields will spend a lifetime learning about them.”

Docendo discimus are two words that represent our faculty’s dignity and circumspect approach. These words also express the wish that 
graduates, to which this motto is passed on to, will continue to study on their own about the actual culinary and patisserie related work 
that they are involved in, and drive the development of the food industry as they train the next generation.

Types of Students that Our School is Looking For (Admissions Policy)

Our School Motto

Docendo  Discimus
“By teaching, we learn”
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* Japanese language only

72



■ Courses, Capacity, Course Outlines
Tsuji Culinary Institute

Course Capacity Course Term Course Description

Advanced Culinary 
Arts and Management 
Course

40 persons

To be confirmed

3 years
Early April 2021 – 
early March 2024

The aim of the three-year Advanced Culinary Arts and Management Course 
is to train students to become chefs who will shake society and the world 
by maximizing the power of cooking. You will learn how to express your 
ideas through creating dishes and how to collaborate with specialists in 
other areas, contributing to the creation of new cultures and businesses. 
This is why, in addition to the normal skills in advanced cooking techniques, 
the curriculum places a thorough emphasis on developing students with the 
skills to think, so that you can seek to understand the relationship among 
people, society, and food and express your own personal themes in your 
cooking. This is a course developed for students with high ambitions.

Culinary Arts and
Management Course

360 persons

To be confirmed

2 years
Early April 2021 – 
early March 2023

The aim of the Culinary Arts and Management Course is to increase levels 
of specialization over its two-year period, and allow you to make your 
dreams come true. During the first year, you will be trained in basic skills 
in all genres. In your second year, you will specialize in the cooking genre 
you want to practice in the future, deepening your specialization through 
repetition and application of techniques. The curriculum is designed to 
develop management and communication skills in addition to culinary 
expertise. It is for students who want to help develop the cooking industry 
while learning comprehensively about cooking.
*  Specialist classes in the second year will be determined based on a

comprehensive evaluation of your performance and attendance during
your first year.

Regular Course
160 persons

To be confirmed

1 year
Early April 2021 – 
early March 2022

The main feature of the Regular Course is that students can learn French, 
Italian, Japanese, Chinese, and confectionary and master their basic 
techniques, all within just one year. The skills and knowledge learned 
here, and your attitude towards continuing to learn on your own, form 
the foundations for your future, and are a treasure that will be vital in your 
cooking career. Our aim is to train people who have a diverse range of 
perspectives as well as a strong desire to have a long and active career in 
the cooking industry.
-------------------------------------------------------------------
● Culinary Class

From the cuisines of France, Italy, Japan, and China to confectionary,
you will master basic skills as you learn about a wide range of cooking
genres. This course provides you with the basics for being a chef.

● Culinary Class (France Studies Course)
After learning the basics in the Regular Course for one year, you will head 
to the Tsujicho Group’s satellite campus in France. Students choosing
this course when they enroll can take advantage of special support
classes during their studies.

● Culinary Class (Double License Course)
The Double License Course allows you to master the two skills of
cooking and confectionery-making in two years. After mastering cooking
skills in your first year, you will advance to the Regular Course at the Tsuji
Institute of Patisserie to learn confectionery-making skills.

● Career Class
This class is for adults. The contents of the class are the same as the
Culinary Class.

Japanese Culinary 
Arts and Business 
Course

80 persons
2 years

Early April 2021 – 
early March 2023

In the first year, students will learn the basic skills and knowledge required 
for Japanese cuisine.
In the second year, students will further increase their knowledge and 
develop the ability to create dishes as well as recreate them. You will 
master the knowledge for opening and running your own place, building on 
a global perspective.

Japanese Cooking 
Course

80 persons
1 year

Early April 2021 – 
early March 2022

Through a practical-based curriculum, you will master the basic skills and 
knowledge required for Japanese cuisine, developing the ability to create 
specialist dishes such as sushi and tempura and to hit the ground running.
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■ Lesson Hours and Holidays
【Lesson Hours】 Monday through Friday 

Homeroom: 9:00 
Lessons: 9:10 to 16:20

【Holidays】Sat./Sun./national holidays,  
summer/winter/spring vacation  
(Lessons may at times be held on Saturdays.)

■ Licenses (qualifications) you can get

T
suji C

ulinary Institute

Course・Class Licenses you can get

Advanced Culinary Arts and Management Course
Those who have completed the specified course of
instruction can obtain a chef’s license.
*  There are other qualifications and titles that can be obtained. See the school

pamphlet for details.

Culinary Arts and Management Course

Regular Course
Culinary Class

Career Class

Japanese Culinary Arts and Business Course You cannot obtain a chef’s license.
*  Contact the General Admissions Information Office for details of what

qualifications you can obtain.Japanese Cooking Course

T
suji Institute o

f 
P

atisserie

Course Qualifications you can get

Confectionery Arts and Management
Course

Those who have completed the first year course will be qualified to sit 
the exam to be a Confectionery Hygiene Master. Those who are in their 
second year will sit the exam to be a Confectionery Hygiene Master.
*  There are other titles that can be obtained. See the school pamphlet for

details.

Regular Course
Those who have completed the course will be qualified to
sit the exam to be a Confectionery Hygiene Master.

Tsuji Institute of Patisserie

Course Capacity Course Term Course Description

Confectionery Arts 
and Management 
Course

360 persons
2 years

Early April 2021 – 
early March 2023

The aim of the Confectionery Arts and Management Course is to increase 
the precision of your techniques through learning over the two-year period, 
and develop a wealth of knowledge and an artisan’s sensibilities. The first 
year is for training in basic skills and techniques. In your second year, you 
will decide your specialty, and polish your skills through repeated use of 
the basics. In addition to a wealth of practical lessons, links to theoretical 
and general education classes will train students to be able to consider and 
understand why things are the way they are, learning to be able to work 
independently.
*  Specialist classes in the second year will be determined based on a

comprehensive evaluation of your performance and attendance during
your first year.

Regular Course 144 persons
1 year

Early April 2021 – 
early March 2022

The Regular Course is a short-term course for people who aim to become 
pâtissiers, boulangers, or traditional Japanese confectionery artisans. You 
will be taught about the wide world of confectionery, both European and 
Japanese, as well as bakery, learn about their deliciousness, and master 
the basic techniques and knowledge during this intensive one-year course. 
In addition to basic skills like how to use the equipment and how to pipe or 
apply cream, you will learn the mindset and attitude required for the work. 
You will master the strength of will and the basic skills needed to remain an 
active part of the industry while having a wide range of perspectives.
-------------------------------------------------------------------
● Confectionery Class

In a wide-ranging curriculum that covers European and Japanese 
confectionary, as well as bakery, you will learn the basic techniques and 
knowledge of each and develop the firm foundation to grow as a pâtissier.

● Confectionery Class (France Studies Course)
After learning the basics of making confectionery in Japan, you will head
to the Tsujicho Group’s satellite campus in France. Students choosing this 
course when they enroll can take advantage of special support classes
during their studies.

● Confectionery Class (Double License Course)
The Double License Course allows you to master the two skills of cooking 
and confectionery-making in two years. After mastering confectionery-
making skills in your first year, you will advance to the Regular Course at
the Tsuji Culinary Institute to learn cooking skills.
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■ Admission Period   April 2021

■ Selection Category　 International Students Exam/AO Exam
*  The AO Exam is only for those who are currently enrolled in high schools, two-year colleges or universities in Japan. The 

entry requirements will be different for those that wish to take the AO Exam. Contact the International Students Admissions 

Information Office for details.

■ Eligibility Applicants who satisfy the conditions listed under A and at least one condition listed under B (B-1 to B-5)

Eligibility

A
Have completed at least 12 years of school education outside Japan (as a general rule, applicants are required to have completed

12 years of formal education) or have completed an equivalent course of preparatory education for entrance into a university in 
Japan as specified by the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan.

B

1

Those who have attended a Japanese language institution for at least six months (certified courses only).

Japanese language institution:
 Educational institutions set forth in “Specification of Japanese Language Learning Facilities Based on Regulations of Standards Related to Residence Status 
Ministerial Ordinance to Provide for Criteria Pursuant to Article 7, Paragraph (1), Item (ii) of the Immigration Control and Refugee Recognition Act.”

2

Those who have passed the N1 or N2 level of the Japanese-Language Proficiency Test (JLPT).
Japanese-Language Proficiency Test (JLPT):
 Administered in Japan by Japan Educational Exchanges and Services (JEES) and in overseas countries through cooperation between the Japan Foundation 

and local organizations.

3

Have scored at least 200 points in the subject “Japanese as a foreign language” of the Examination for Japanese 
University Admission for International Students.

Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU):
 Administered in Japan and overseas countries by the Japan Student Services Organization (JASSO).

4
Have passed the BJT Business Japanese Proficiency Test with a score of at least 400 points.

Administered in Japan by the Japan Kanji Aptitude Testing Foundation.

5
Have attended a school in Japan recognized by Section 1 of the Japan School Education Act (excluding
kindergarten) for at least one year.

(Includes independent Japanese courses of at least one year in duration at junior college and university.)

■ Application Period, Candidates, Submission Method
Application Period Candidates Submission Method

First 
Application
Period

Applications must arrive between Tuesday 
September 1 and Tuesday September 8. All international students who meet the 

application requirements are eligible 
(including both applicants residing outside 
Japan and applicants residing in Japan).

Application forms 
accepted during the 
application period.Second

Application
Period

Applications must arrive between Monday 
October 5 and Friday October 9.

Third
Application
Period

Applications must arrive between Monday 
October 12 and Friday December 18.

Applicants who meet the application 
requirements residing outside Japan or 
those whose status of residence in Japan 
is “designated activities (working holiday).”

Applications will no 
longer be accepted 
even  du r i ng  the 
application period 
once the maximum 
num ber of applicants 
has been reached.

Applications must arrive between Monday 
October 12 and Friday February 19.

Applicants who meet the application 
requirements residing in Japan (excluding 
those whose status of residence is 
“designated activities (working holiday)”).

* Applications must arrive by 17:00 on the final day of each application period.

Admission Period, Selection Category, Eligibility, Application Period, Candidates, Submission Method
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※(Addendum)From the second application period, "Those who have received 6 months or more education at a Japanese 
language education institution by March 2021 (certified courses only)" 

※(Addendum)Because of novel coronavirus 
infection,We will change the entrance examination 
requirements for 2021 as mentioned above.

Monday March 8

atsutsumi
取り消し線



■ Documents for Application　*	Note	that	applications	cannot	be	accepted	if	documentation	is	incomplete.

Required Documents Notes

1 Application Form Fill out completely, using the sample on p.85-86 as a guide.
* The application must be filled out in black ink or with a ballpoint pen. Erasable ballpoint pens may not be used.

2 Essay

3 Examination Fee Payment Certificate Refer to p. 21-22 * If you live outside Japan, see p. 23(only Japanese)

4
Graduation Certificate (Original)
or 
Diploma (Copy)

High school or university graduation certificate or diploma (written in either English or your 
native language)
* Attach a Japanese translation if the graduation certificate or diploma provided is written in 

a language other than English.
(Documentation which proves that the applicant has completed at least 12 years of school 
education outside Japan or documentation equivalent to that set forth in the Ministry of 
Education notification No.153 of 1981)

5

Proof of Japanese Language Ability

(All items listed on the right which are held by 
the applicant)

* Applicants who are enrolled or have
enrolled in a Japanese language
institution must submit “a.”

a. Certificates (1) and (2) issued by a Japanese language institution
(1) Academic transcript which lists the number of days of attendance
(2) Graduation certificate (or certificate of expected graduation)

b. Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) Certificate
(either N1 or N2, known as 1st or 2nd level before 2009) or Pass/Fail Notification
* Depending on the timing, a JLPT Score Report may be submitted earlier than the Test 

Certificate.
c. Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) Score

 Report (score of at least 200 points total in the “Listening and Listening-Reading” and
 “Reading” sections of the subject “Japanese as a foreign language”)

d. BJT Business Japanese Proficiency Test Score Certificate (score of at least 400 points)
e. Proof of having attended a school in Japan recognized by Section 1 of the Japan School

 Education Act (excluding kindergarten)

6 International Student Personal Information Form Insert in this booklet (refer to the “Sample Application” section on p. 87)

7 Examination Admission Postcard Insert in this booklet (refer to the “Sample Application” section on p. 87)

■ Selection Method, Entrance Examination Schedule, Tuition Payment Deadline

Application Period Entrance Examination Schedule Tuition Payment Deadline

First Application 
Period
[September 1 to 8]

(1)  Tuesday, September 22 (public
holiday): Those residing in Japan

(2)  Saturday, September 26:
Those residing outside Japan

(3)  Sunday, September 27:
Those residing in Japan

One day from the above 
three as specified by the 
school.

Friday, October 30 (Final Deadline)

Second Application
Period
[October 5 to 9]

Saturday, October 24 Friday, November 20 (Final Deadline)

Third Application 
Period
[October 12 to each 
scheduled date]

Held every month starting in November.

You wil l be notif ied of 
your examination date 
after your application has 
been received.

Within two weeks following receipt 
of your acceptance letter (Final 
Deadline)

Notes: Applications are accepted only once per year per applicant.

●  You will be notified of your examination date in your examination postcard. The postcard will be sent around the middle of
September for the First Application Period.

●  If there are any problems or omissions in your application documents, you may not be allowed to sit the examination on the
scheduled date.

● If you require a visa to enter Japan to take the examination, you must arrange this yourself.
●  Tuition Payment Deadline refers to the date for each application period by which you must have paid the specified tuition. (See

page 78 for the amounts.)

■ Pass/Fail Notification
You will be notified of your examination results within two weeks following the selection. (This cannot be issued if there are any problems 
or omissions in your application documents.)

Pass /
Fail Notification

Written and Oral
Examination (Osaka)Screening PhaseApplication
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■	Admission Procedures

1
Submission of “Student 
Identification Card Information 
Confirmation Slip”

Submit this within two weeks after receipt of your acceptance letter.
● The document will be sent together with your acceptance letter.
● Check the information, fill out all of the necessary items, and then send the document 

back to the school.

2 Tuition Payment
Please pay the tuition by your preferred means (number of payments) by the tuition 
payment deadline specified for each application period (refer to page 76, Selection 
Method, Entrance Examination Schedule, Tuition Payment Deadline).

3
Extension or Change of Period 
of Stay, Acquisition of Status of 
Residence

A certificate of admission is issued to persons who have completed tuition payment.
If you reside in Japan:
● If your current status of residence will expire before entering school, apply on your own 

(or through your Japanese school) to extend your period of stay or change your status of 
resident to “student.” The Tsujicho Group will create documents in the “For organization” 
sections which are necessary for the Application for Certificate of Eligibility, and send 
them around mid-January. The latest certificate from your Japanese school (grades, 
attendance record, etc.) is needed for application.

● If your current status of residence will not expire before entering school, depending on 
the timing of extension, the Tsujicho Group may be able to apply on your behalf.

If you reside outside Japan:
The Tsujicho Group will apply for Certificate of Eligibility at the Immigration Office on your 
behalf (around December).
If a Certificate of Eligibility is issued, it will be sent to you by post together with your 
certificate of admission. Take the Certificate of Eligibility and your passport to apply for a 
study visa at the Japanese embassy or consulate in your home country.

4 Pre-Admission Study Program The objective of this program is to study basic concepts prior to entering the school.

5 Provision of Information Before 
School Entry

Detailed documentation, including information on the entrance ceremony and how to 
purchase chefwear, educational materials, knife sets, and other items, will be sent by post 
(around early February).

○ Tsuji Culinary Institute will notify new students before admission regarding the type of computer or tablet required for the Advanced Culinary Arts and 
Management Course (three years) and Culinary Arts and Management Course (two years).

○ Transportation expenses are required separately for travel to locations where training classes are held in the Advanced Culinary Arts and Management Course 
(three years) and Culinary Arts and Management Course (two years).

Amount BreakdownYearCourse

Amount BreakdownYearCourse

Second Year

Third Year

Advanced Culinary Arts
and Management Course

Confectionery Arts and
Management Course

Regular Course

Educational materials, chefwear (single set), knife set, Compitum 
(Tsujicho Group Alumni Association) membership fee, student insurance, 
computer for class use (specified model, your personal property)
Reading list for before starting school (to buy yourself before classes start as reference works)

Educational materials, chef shoes, off-campus educational expenses, 
student insurance

Student insurance, chef license application fees

Educational materials, chefwear (single set), knife set, Compitum
(Tsujicho Group Alumni Association) membership fee, student insurance,
Tablet for classes (specified model, your personal property)
Educational materials, chef shoes, student insurance, chef license application fees

Educational materials, text printing expenses, chefwear (single set), 
knife set, guidance training camp fee, off-campus educational expenses,
Compitum (Tsujicho Group Alumni Association) membership fee, student insurance,
chef license application fees

Regular Course

First Year

Second Year

Culinary Arts and
Management Course

■ Tsuji Culinary Institute (examples of expenses in the 2019 school year)

■ Tsuji Institute of Patisserie (examples of expenses in the 2019 school year)

Approx. 86,600 yen

Approx. 22,000 yen

First Year

Second Year

Approx. 86,600 yen

If you must withdraw from enrolling for unavoidable reasons after your application, please follow the 
procedure below.

● Procedures
(1) Contact the Tsujicho Group Admissions Office at　☎06-6629-6621
(2) An Admission Withdrawal Form will be sent to you.
(3) Fill out the required items in (2), affix your seal, and send it together with your acceptance letter to

 the address below.
Address  : 〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3-16-11　辻調グループ 入学事務室宛
Deadline  : March 24 (Wed.), 2021   * Reception will close at 5 p.m. on the final day

● Tuition Refund
• Your admission fee (250,000 yen) will not be refunded.
• Tuition that has been paid will be reimbursed, excluding the enrolguylment fee, when specified 

procedures for admission withdrawal have been completed within the designated time frame.
* Tuition that has been paid will be reimbursed in full, including the enrollment fee, only when admission 

is withdrawn because student status of residence could not be acquired. (This does not include the 
entrance examination fee.)

● You will be informed around late January to early February regarding application for and purchase of textbooks, 
chef wear, knives, and other educational materials.

● Student Insurance: All students are required to enroll in Student 24 Hour Aid, a system available 24 hours a day 
to provide support both on and off campus and offer students a sense of security so that they can carry on with 
their academic lives.

● Prices change according to the number of chefwear sets and type of knife set to be purchased.
● Separate fees are required for taking separate elective study courses and when participating in study tours.

First Year Approx. 290,000 yen

Approx. 18,000 yen

Approx. 32,000 yen

Approx. 295,000 yen

Approx. 27,000 yen

Approx. 173,000 yen

Educational materials, chefwear (single set), confectionery study set, 
Compitum (Tsujicho Group Alumni Association) membership fee, student insurance

Educational materials, student insurance, 
Confectionery Hygiene Master License examination fees

Educational materials, chefwear (single set), confectionery study set, 
Compitum (Tsujicho Group Alumni Association) membership fee, student insurance

■ About the France Studies Course

Item Amount Notes

Course Fee

Practical Training Fee

Boarding Expenses

Stage* Training Expenses

Total

1,398,000 yen

1,140,000 yen

510,000 yen

60,000 yen

150,000 yen

3,258,000 yen

Includes util ities and
food expenses during holidays

Includes cost of
physical examinations

■ Tuition and Expenses (examples in the 2019 school year)

● This course allows you to study at the Tsujicho Group’s France School in Lyon after graduating from either the 
Regular Course at the Tsuji Culinary Institute or the Regular Course at the Tsuji Institute of Patisserie.

● Students are exempted from taking an examination for entrance into the France School.
● Throughout the first year of enrollment, students are able to take classes that will help them in their overseas studies.
● The France School has both spring and autumn courses. Your course will be determined based on your own wishes, 

in conjunction with your class test results, attendance record, and your homeroom teacher’s evaluation if needed.
● A briefing will be held during your enrollment regarding the procedures for travel to France and other related matters.

Visa and
Residency Permit Application Fees

○ In addition to the above, studying at the France School requires students to have overseas student insurance, round trip air tickets, and living expenses during Stage training.
 * Stage is a program where students experience on-the-job training at a local restaurant or patisserie after completing their studies at the France School. The Stage program is for students who have passed a screening 

process at the France School.

○ Although the France Studies Course includes studying at the France School, there are cases in which students cannot study overseas in light of their grades, number of days of 
attendance, health condition, and so on in the first year of enrollment.

☆ Students not registered in the France Studies Course may also study in France. You will be asked for your preferences after enrollment.

Students are exempted from paying the France School entrance 
fee (150,000 yen) and program development fee (150,000 yen).

Admission Withdrawal
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Four Installment Method 400,000 yen400,000 yen450,000 yen 400,000 yen

Mid March 2022 Late June 2022 Late September 2022 Mid December 20222nd Year
Lump Sum Payment 1,650,000 yen ---

Two Installment Method 800,000 yen850,000 yen --

Four Installment Method 368,500 yen368,500 yen368,500 yen

Mid March 2023 Late June 2023 Late September 2023 Mid December 20233rd Year
Lump Sum Payment ---

Two Installment Method 737,000 yen --

1st Year As a rule, within two weeks after
receiving your acceptance letter. Late June 2021 Late September 2021 Mid December 2021

Upon Acceptance
(initial payment)

2nd Installment
(when selecting the Four

Installment Method)

3rd Installment (when selecting the 
Four Installment Method)

Second Installment (when selecting the
Two Installment Method)

4th Installment
(when selecting the Four

Installment Method)

Upon Acceptance
(initial payment)

2nd Installment
(when selecting the Four

Installment Method)

3rd Installment (when selecting the 
Four Installment Method)

Second Installment (when selecting the
Two Installment Method)

4th Installment
(when selecting the Four

Installment Method)

Upon Acceptance
(initial payment)

2nd Installment
(when selecting the Four

Installment Method)

3rd Installment (when selecting the 
Four Installment Method)

Second Installment (when selecting the
Two Installment Method)

4th Installment
(when selecting the Four

Installment Method)

Four Installment Method

Lump Sum Payment ---

Two Installment Method --

1,916,000 yen

783,000 yen1,133,000 yen

391,500 yen 391,500 yen391,500 yen741,500 yen

Four Installment Method

Mid March 2022 Late June 2022 Late September 2022 Mid December 20222nd Year
Lump Sum Payment ---

Two Installment Method --

1st Year As a rule, within two weeks after
receiving your acceptance letter. Late June 2021 Late September 2021 Mid December 2021

Four Installment Method

Lump Sum Payment ---

Two Installment Method -- 783,000 yen

391,500 yen 391,500 yen391,500 yen

As a rule, within two weeks after
receiving your acceptance letter. Late June 2021 Late September 2021 Mid December 2021

Four Installment Method

Lump Sum Payment ---

Two Installment Method --

納入額・時期 推薦入試 ・一般入試

418,500 yen

1,524,000 yen

787,000 yen

506,000 yen

1,874,000 yen

962,000 yen

1,916,000 yen

1,133,000 yen

741,500 yen

456,000 yen456,000 yen456,000 yen

912,000 yen

910,000 yen

455,000 yen 455,000 yen455,000 yen

2,170,000 yen

1,260,000 yen

805,000 yen

A
d

vanced
 C

ulin
ary A

rts an
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M
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ent C
o

u
rse

Regular Course
(Culinary/Patisserie)
Japanese Cooking Course

Confectionery Arts and M
anagem

ent Course
Japanese Culinary Arts and Business Course
Culinary Arts and M

anagem
ent Course

■ Tuition Note: Tuition includes all costs for materials.

Tuition Amount

Breakdown

Course Fee Practical Training FeeProgram Development FeeEntrance Fee

Tuition Amount

Breakdown

Course Fee Practical Training FeeProgram Development FeeEntrance Fee

1,916,000 yen1st year

1,650,000 yen2nd year

1,524,000 yen3rd year

540,000 yen

560,000 yen

440,000 yen

250,000 yen

-

-

Advanced Culinary Arts and
Management Course

100,000 yen 1,026,000 yen

1,040,000 yen

1,034,000 yen

1,916,000 yen1st year

1,874,000 yen2nd year

540,000 yen

624,000 yen

250,000 yen

-
Culinary Arts and
Management Course

100,000 yen

50,000 yen

50,000 yen

50,000 yen

1,026,000 yen

1,200,000 yen

730,000 yen250,000 yen2,170,000 yenRegular Course 100,000 yen 1,090,000 yen

1,916,000 yen1st year

1,874,000 yen2nd year

626,000 yen

724,000 yen

250,000 yen

-
Japanese Culinary Arts and
Business Course

100,000 yen

50,000 yen

940,000 yen

1,100,000 yen

850,000 yen250,000 yen2,170,000 yenJapanese Cooking Course 100,000 yen 970,000 yen

1,916,000 yen1st year

1,874,000 yen2nd year -
Confectionery Arts and
Management Course

2,170,000 yenRegular Course 1,090,000 yen 730,000 yen100,000 yen250,000 yen

1,026,000 yen

1,200,000 yen

540,000 yen

624,000 yen

100,000 yen

50,000 yen

250,000 yen

Tsuji Culinary Institute

Tsuji Institute of Patisserie

3 years
2 years

1 years
2 years

1 years
2 years

1 years
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Expenses Required Other Than Tuition

■	Payment	Methods,	etc.
● Methods for paying Entrance fees and tuition are explained in the documents included in your acceptance letter.

●  You can select whether to pay as a lump sum, or in two or four installments. Paying in installments will not change the total price of 

tuition.

●  If admission procedures are not completed within the designated time frame, or we receive no contact from you, we may decide 

you have withdrawn from admission.

* See page 77 if you need to withdraw for unavoidable reasons.

● The above refers to students from the previous academic year and is for reference purposes. (There may be changes in 
contents and amounts.)

● All students are required to enroll in Student 24 Hour Aid, a system available 24 hours a day to provide support both on 
and off campus and offer students a sense of security so that they can carry on with their academic lives.

● Prices change according to the number of chefwear sets and type of knife set to be purchased.
● Separate fees are required for taking separate elective study courses and when participating in study tours.

Breakdown

Educational materials, chefwear (single set), confectionery study set, 
Compitum (Tsujicho Group Alumni Association) membership fee, student insurance

Educational materials, chefwear (single set), confectionery study set, 
Compitum (Tsujicho Group Alumni Association) membership fee, student insurance

Educational materials, student insurance, 
Confectionery Hygiene Master License examination fees

Amount

First Year

Second Year

Tsuji Institute of Patisserie

Breakdown
Tsuji Culinary Institute

○ Tsuji Culinary Institute will notify new students before admission regarding the type of computer required for the Advanced Culinary Arts and Management Course 
(three years) and Culinary Arts, Management Course (two years) and Japanese Culinary Arts and Business Course (two years).

○ Transportation expenses are required separately for travel to locations where training classes are held in the Advanced Culinary Arts and Management Course 
(three years) and Culinary Arts and Management Course (two years).

Amount

Educational materials, chefwear (single set), chef shoes, knife set, Compitum (Tsujicho Group Alumni Association) 
membership fee, student insurance, computer for classes (specified model, your personal property)

Educational materials, student insurance, chef license application fees

First Year

Second Year

Educational materials, text printing expenses, chefwear (single set), 
knife set, guidance training camp fee, off-campus educational expenses,
Compitum (Tsujicho Group Alumni Association) membership fee, 
student insurance,chef license application fees

Educational materials, chefwear (single set), knife set, Compitum (Tsujicho Group Alumni Association) 
membership fee, student insurance

Educational materials, chefwear (single set), knife set, Compitum (Tsujicho Group Alumni Association) 
membership fee, student insurance, computer for class use (specified model, your personal property)

Educational materials, student insurance

First Year

Second Year

Educational materials, chefwear (single set), knife set, Compitum (Tsujicho Group Alumni Association) 
membership fee, student insurance, computer for class use (specified model, your personal property)
Reading list for before starting school (to buy yourself before classes start as reference works)

Student insurance, chef license application fees

Educational materials, chef shoes, student insurance

First Year

Second Year

Third Year

You will be notified of the expenses other than tuition (how to apply and pay for teaching materials, etc.) in writing in early February.

Approx. 230,000 yen

Approx. 21,000 yen

Approx. 11,000 yen

Approx. 215,000 yen

Approx. 30,000 yen

Approx. 150,000 yen

Approx. 270,000 yen

Approx. 15,000 yen

Approx. 150,000 yen

Approx. 90,000 yen

Approx. 90,000 yen

Approx. 23,000 yen

Advanced Culinary Arts and
Management Course

Culinary Arts and
Management Course

Regular Course

Japanese Culinary Arts and
Business Course

Japanese Cooking Course

Confectionery Arts and
Management Course

Regular Course

3 years
2 years

2 years
2 years

1 years
1 years

1 years



○ Students are exempted from paying the France School entrance fee (150,000 yen) and program development fee (150,000 yen).
○ Although the France Studies Course includes studying at the France School, there are cases in which students cannot study overseas in light of their grades, number of days of attendance, 

health condition, and so on in the first year of enrollment.
○ The actual training (stage) following completion of the regular course at the France School will be determined through selection by the France School.
☆ Students not registered in the France Studies Course may also study in France. A briefing on moving to this course will be held after admission.

■ About the France Studies Course
● This course allows you to study at the Tsujicho Group’s France School in Lyon after graduating from either the Regular 

Course at the Tsuji Culinary Institute or the Regular Course at the Tsuji Institute of Patisserie.

● Students are exempted from taking an examination for entrance into the France School.

● Throughout the first year of enrollment, students are able to take classes that will help them in their overseas studies.

● Eligible for the scholarship for the France School.

● A travel briefing will be held regarding study abroad procedures, etc. during your first year.

■ Tuition and Expenses (examples in the 2020 school year) ■ Miscellaneous expenses required in addition to tuition
           (examples of miscellaneous expenses during the 2020 school year) 

Item Amount Notes Remarks

Course Fee

Practical Training Fee

Boarding Expenses

Stage* Training Expenses

Total

1,398,000 yen

1,140,000 yen

510,000 yen

60,000 yen

150,000 yen

3,258,000 yen

Application fees, 
health exam fees, etc.

All 24-hour support fees during
study

Includes utilities and food expenses
during holidays

* The fuel surcharge must be paid 
   separately.

Item Amount

Overseas Study Insurance

Round-trip air tickets (group travel example)

Other*1

From 150,810 yen

189,000 yen

20,000 yen

Student in the French Cuisine Research Course
  Monthly average: 10,000 to 20,000 yen
Student in the Patisserie Research Course
  Monthly average: 20,000 to 30,000 yen

*1 Trousers for practical work, black trousers, cap, blouse, etc. for service work.
Note that these are not the same as the ones purchased in your first year. Details wil l be announced at the 
travel briefing.

*2 The restaurant where you are trained wil l provide lodging during your stage training. An amount that has food 
and lodging costs deducted from a set amount may be paid from the restaurant as a study allowance as 
stipulated by the French government. 

Visa and
Residency Permit Application Fees Living expenses 

during stage training*2

■ About the Double License Course

Students are exempt from paying the entrance fee (250,000 yen) and the program development fee (100,000 yen) when advancing to the next year.■ Tuition and Other Expenses

Tsuji Culinary Institute
or

Tsuji Institute of Patisserie

Entrance Fee

Program Development Fee

Course Fee

Practical Training Fee

Total

250,000 yen

100,000 yen

1,090,000 yen

730,000 yen

2,170,000 yen

First Year (2021 academic year)

Tsuji Institute of Patisserie
or

Tsuji Culinary Institute

Entrance Fee

Program Development Fee

Course Fee

Practical Training Fee

Total

1,090,000 yen

730,000 yen

1,820,000 yen

Exempt

Exempt

Second Year (2022 academic year)

○ You will be notified of expenses other than tuition for the second part 
of this course once your advancement there has been determined.

■ Licenses and Qualifications
April 2021 March 2022 April 2022 March 2023

Tsuji Culinary Institute
Admission

Graduation
Tsuji Institute of Patisserie

Admission

Graduation

Confectionery Hygiene Master
Exam Qualifications obtainedChef’s License obtained

Confectionery Hygiene
Master exam sat

Tsuji Culinary Institute
Admission

Graduation
Tsuji Institute of Patisserie

Admission

Graduation

Confectionery Hygiene Master
Exam Qualifications obtained Chef’s License obtained

Examination support available during enrollment

● This course allows you to advance to the Regular Course at the Tsuji Institute of Patisserie after graduating from the 
Regular Course at the Tsuji Culinary Institute.
Or, to advance to the Regular Course at the Tsuji Culinary Institute after graduating from the Regular Course at the Tsuji 
Institute of Patisserie.

● Over two years, you will learn knowledge and skills in both cooking and confectionery, with the aim of further expanding 
your career options.

France Studies Course
(1 year + study overseas)

Double License Course
(1 year + 1 year)
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○ Students are exempted from paying the France School entrance fee (150,000 yen) and program development fee (150,000 yen).
○ Although the France Studies Course includes studying at the France School, there are cases in which students cannot study overseas in light of their grades, number of days of attendance, 

health condition, and so on in the first year of enrollment.
○ The actual training (stage) following completion of the regular course at the France School will be determined through selection by the France School.
☆ Students not registered in the France Studies Course may also study in France. A briefing on moving to this course will be held after admission.

■ About the France Studies Course
● This course allows you to study at the Tsujicho Group’s France School in Lyon after graduating from either the Regular 

Course at the Tsuji Culinary Institute or the Regular Course at the Tsuji Institute of Patisserie.

● Students are exempted from taking an examination for entrance into the France School.

● Throughout the first year of enrollment, students are able to take classes that will help them in their overseas studies.

● Eligible for the scholarship for the France School.

● A travel briefing will be held regarding study abroad procedures, etc. during your first year.

■ Tuition and Expenses (examples in the 2020 school year) ■ Miscellaneous expenses required in addition to tuition
           (examples of miscellaneous expenses during the 2020 school year) 

Item Amount Notes Remarks

Course Fee

Practical Training Fee

Boarding Expenses

Stage* Training Expenses

Total

1,398,000 yen

1,140,000 yen

510,000 yen

60,000 yen

150,000 yen

3,258,000 yen

Application fees, 
health exam fees, etc.

All 24-hour support fees during
study

Includes utilities and food expenses
during holidays

* The fuel surcharge must be paid 
   separately.

Item Amount

Overseas Study Insurance

Round-trip air tickets (group travel example)

Other*1

From 150,810 yen

189,000 yen

20,000 yen

Student in the French Cuisine Research Course
  Monthly average: 10,000 to 20,000 yen
Student in the Patisserie Research Course
  Monthly average: 20,000 to 30,000 yen

*1 Trousers for practical work, black trousers, cap, blouse, etc. for service work.
Note that these are not the same as the ones purchased in your first year. Details wil l be announced at the 
travel briefing.

*2 The restaurant where you are trained wil l provide lodging during your stage training. An amount that has food 
and lodging costs deducted from a set amount may be paid from the restaurant as a study allowance as 
stipulated by the French government. 

Visa and
Residency Permit Application Fees Living expenses 

during stage training*2

■ About the Double License Course

Students are exempt from paying the entrance fee (250,000 yen) and the program development fee (100,000 yen) when advancing to the next year.■ Tuition and Other Expenses

Tsuji Culinary Institute
or

Tsuji Institute of Patisserie

Entrance Fee

Program Development Fee

Course Fee

Practical Training Fee

Total

250,000 yen

100,000 yen

1,090,000 yen

730,000 yen

2,170,000 yen

First Year (2021 academic year)

Tsuji Institute of Patisserie
or

Tsuji Culinary Institute

Entrance Fee

Program Development Fee

Course Fee

Practical Training Fee

Total

1,090,000 yen

730,000 yen

1,820,000 yen

Exempt

Exempt

Second Year (2022 academic year)

○ You will be notified of expenses other than tuition for the second part 
of this course once your advancement there has been determined.

■ Licenses and Qualifications
April 2021 March 2022 April 2022 March 2023

Tsuji Culinary Institute
Admission

Graduation
Tsuji Institute of Patisserie

Admission

Graduation

Confectionery Hygiene Master
Exam Qualifications obtainedChef’s License obtained

Confectionery Hygiene
Master exam sat

Tsuji Culinary Institute
Admission

Graduation
Tsuji Institute of Patisserie

Admission

Graduation

Confectionery Hygiene Master
Exam Qualifications obtained Chef’s License obtained

Examination support available during enrollment

● This course allows you to advance to the Regular Course at the Tsuji Institute of Patisserie after graduating from the 
Regular Course at the Tsuji Culinary Institute.
Or, to advance to the Regular Course at the Tsuji Culinary Institute after graduating from the Regular Course at the Tsuji 
Institute of Patisserie.

● Over two years, you will learn knowledge and skills in both cooking and confectionery, with the aim of further expanding 
your career options.

Scholarship System, Tuition Reduction System, Financial Incentives

▶▶▶ This system is designed to support those who have superior grades in the Cooking Exam/Confectionary 
Exam run by the Institute and who are expected to do very well in their future.

Outline

▶▶▶ Those applying for the France Studies Course and who work hard after enrollment (while enrolled).   

* Procedures for application, selection, and payment will be explained after enrollment.

Outline

Outline

▶▶▶ This scholarship system is designed to support international students who work hard after enrollment (while enrolled).

★Only for international students★

S
cho

larship
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ystem
 (no
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an)
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Outline

* You will be notified of the application method and period following enrollment.

Outline

▶▶▶ This system reduces the tuition for those applying to study at the France School.

Tuitio
n R

ed
uctio

n S
ystem

Outline

▶▶▶ A system to reduce the tuition for those applying to the Double License Course.
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Outline

▶▶▶ A system to reduce tuition fees for those applying to attend the regular course of the Culinary Institute or the Institute of Patisserie

Outline

▶▶▶ Incentive from the Japan Student Services Organization (JASSO)

* Procedures for application, selection, and payment will be explained after enrollment.

Tuitio
n R

ed
uctio

n
Financial Incentive

★Only for international students★
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There are two ways to apply: via the internet, or via the application form

Application method

Prepare a digital photo of yourself (image data taken with a digital camera or smartphone).
* Must be taken within the last three months. Ensure the top half of your body is visible, you are facing front, not wearing headgear, 

and the photo is taken indoors.

Step１

Step２

Step３

Tsuji Culinary Institute

https://www.syutsugan.net/tsuji

Tsuji Institute of Patisserie

https://www.syutsugan.net/seika

Step５ The Confirmation URL will be sent to the e-mail address you entered in Step 4. You will need this to 
register. Open that URL and enter your basic details to set up your account and complete registration.

Preparations before applying

Access the following websites from your smartphone or computer.

Carefully read “Steps for Internet Applications” and click the “First-time applicant” 
link at the bottom of the screen.

Step４ Enter your e-mail address in the “Enter address to send registration URL” field and send it.

Step７ Post your application documents (other than your application form and essay) within a 
week after applying using simple registered mail.

* Refer to the examples on page 87 for how to fill in the International Student Personal Information Form and the Examination Admission Postcard.

* Use the enclosed submission envelope when submitting your documents.

(1) Internet application

Step６ Pay the examination fee within a week after applying (via bank Pay-easy, 
convenience store, or credit card).

CAUTION!  If you miss the deadline (one week after your application date) you will not be able to make payment.

0120-24-2418

Inquiries for
internet applications
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上記に入学を希望します。

フランス校留学コース
ダブルライセンスコース

□
□

H

W

※辻調理師専門学校 調理師本科（調理クラス）／辻製菓専門学校 製菓衛生師本科には、
フランス校留学コース と ダブルライセンスコースがあります。
希望する方は、上記学科と右記コースに□印をつけてください。

〒　　　　ー

TEL（　　　　 　）　　　　　　 ー

現住所
電話番号

〈 平成19年1月9日大専各連平18第102号社団法人大阪府専修学校各種学校連合会入学志願書に係る基準による 〉

＊ 個人情報の取り扱いについて…

※印 ……本校記入欄

※ ※ ※

入学願書にご記入いただく個人情報は、本校への入学選抜及び入学後の学籍管理のみに使用し、
他の目的には一切使用いたしません。詳細については、入学要項をご参照ください。

※ボールペンで自筆にてご記入ください。

フリガナ 性別 生年月日

氏　名
年　    月　    日（ 　   才）

西暦

勤務先名勤務期間

　　　　
年　　月 ～　　　　年　　月

職　歴
現在勤めている
勤務先を記入

西暦 西暦

　　　　　ー 願・写・検・作・国卒・翻・日卒・成・出・N1・N2
J・B・条・身・受  

　　　年　 月～　　　年　 月

　　　年　 月～　　　年　 月

　　　年　 月～　　　年　 月

　　　年　 月～　　　年　 月

　　　年　 月～　　　年　 月

入学年月～卒業（就業年月）学校名 修業年限

卒業

卒業

卒業

卒業見込
中退

卒業

卒業見込

中退
卒業

卒業見込
中退
卒業

卒業見込
中退

所在地

学　歴
小学校から最終
学校まで記入し
てください。

小 学 校

中 学 校

高等学校

大　　学
短期大学

（　　　　　　　　　　学部）

専門学校

日本語学校

高 等 学 校 卒 業 と同 等 の 学 力 を 認 定 する 試 験  合 格 年月（西 暦  　　　　　年　　　月）

西暦

西暦

西暦

　　　年　 月～　　　年　 月
西暦

西暦

西暦

高度調理技術マネジメント学科

調理技術マネジメント学科

調理師本科

日本料理クリエイティブ経営学科

日本料理本科

3年制

2年制

1年制

2年制

1年制

調理クラス　※

キャリアクラス

入学願書
学校長　辻　芳樹　殿

写真貼付欄

〈 注 意 〉

・ 上半身脱帽、4cm x 3cm
・ 3ヵ月以内に撮影のものを
　1枚用意し、この欄に貼付
・ 写真の裏に氏名を
　ご記入ください

　　　　［ 記入日 ］ 西暦　　　　　年　　　月　　　日

CK

CM

CO

CR

CG

CJ

辻製菓専門学校

辻調理師専門学校

□

□

□

□

□

□

製菓技術マネジメント学科

製菓衛生師本科　※

2年制

1年制

PM

PO

□

□

希望校の学科・クラスに□印をつけてください。

(2) Application via application form
■	Sample Application
　　<Front>

■	Application form submission method
● Documents for application must be mailed from a post office (not dropped in a mailbox).

● When submitting documents for application, use the prescribed envelope (enclosed).

The application documents should be folded to a size where they can fit in the envelope (twice or four times).

● Application documents and examination fee will not be returned or refunded.

● Documents for application may also be brought to the school reception desk. Examination fee is accepted in cash at this time.

● Application documents are accepted regardless of the day of week during open campus and admissions consultation events.

0120-24-24183-16-11, Matsuzaki-cho, Abeno-ku, Osaka-city, OSAKA, 〒545-0053

General Admissions Information Office

9 a.m. to 5 p.m. (excluding Saturdays, Sundays, national holidays, and school holidays)

Place a checkmark □ indicating the school 
and course that you wish to apply for.

If you want to take the France Studies 
Course or the Double License Course, □ 
here as well.

Paste a clear ID photo (4×3 cm) of yourself 

against a plain background wearing no hat, 

taken within three months. (Write your name 

on the back.)

Write your complete academic background 

starting from elementary school.

We check that you have completed at least 

12 years of school education.

If you are or have been enrol led at a 

university or two-year college, make sure 

you include the faculty name as well.

If you have experience working in the past, 

state your most recent employer; if you 

are currently employed, state your current 

employer.

* Omit experience of part-time jobs.

If applying directly from outside Japan, write 

your current address in English letters.

　　　年　 月～　　　年　 月
卒業

短期大学
（　　　　　　　　　　学部）

CO□

□
□
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○ 願書記入上の注意

学歴欄：小学校以降の学歴をすべて記入
職歴欄：現在勤めている勤務先名を記入（複数の職歴がある場合は最近のものを記入）

○ 検定料 

検定料を納入後、以下に該当する納入証明書を
貼り付けてください。

○ 進学アンケート （全出願者対象）　※ただし、フランス校留学コース出願者は除く

□ 製菓総合クラス （２年間総合的に全ジャンルを学ぶ）

□ パティシエクラス （第2学年は洋菓子を専門的に学ぶ）

□ ブーランジェクラス （第2学年は製パンを専門的に学ぶ）

□ 和菓子クラス （第2学年は和菓子を専門的に学ぶ）

□ 今はわからない

卒業後にフランス校留学を検討していますか？
　※あくまで現時点の希望調査です。

質問

検 定 料 納 入 証 明 書
貼  付  欄

（ 折り曲 げ 可 ）

入学検定料（20,000円）を

納入した証明になります。

必ず貼り付けてください。

※「振替払込請求書兼受領証」はご本人控えのため、
　貼付不要です。

納入証明書

郵便局
窓口

郵便局
ATM

コンビニエンス
ストア

受付支店日付印のある
「郵便振替払込受付証明書（お客様用）」

「ご利用明細票」（感熱紙）

「領収書」など納入を証明する書類
（コピー可）

○ 進級アンケート （辻製菓専門学校 製菓技術マネジメント学科出願者のみ回答してください）

第2学年はどの専攻クラスを希望していますか？
　※あくまで現時点の希望調査です。
　　なお、専攻クラスは第1学年の成績・出席状況などを
　　総合的に勘案して決定します。
　　（決定予定時期：第1学年の2月頃）

質問 該当するものに □ してください

該当するものに □ してください

□ はい □ いいえ

□ 
Flywireを利用した場合は
こちらに □ してください

（日本国外在住者のみ）

■	Sample Application
　　<Back>

Paste a payment certification, referring to 

the instructions on p. 21-22.

Skip this section if you are applying for the 

France Studies Course.

Fill out this section only if you applying for 

the Tsuji Institute of Patisserie Confectionery 

Arts and Management Course.
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重　要

受験票

番号

住所

氏名 様

カナ氏名

試験会場

連絡先

持参物

試験日時

（裏面地図参照）

・本受験票
・筆記用具

年　　　  月　　　  日（　  ）

時　　　  分　　　  開始

―日本国外から直接入学試験に来る留学生のみ―
　・入学検定料2万円・パスポート顔写真面のコピー1部
　・在留資格認定証明書交付申請書（写真付）

表面

※記入例を参照のうえ、郵便番号・住所・氏名を記入してください。

学校記入欄

（+81）-6-6629-0208

■	Example of How to Fill Out International Student Personal Information Form

■	Example of How to Fill out 
　	Examination Admission Postcard

International students currently residing in 
Japan do not need to fill out this form.

This information is needed so that the 
school can directly contact your family in 
your home country—not your Japanese 
guarantor—if a problem has arisen related 
to your school life, etc. after you have 
entered the school. Also, there are cases 
in which tuition needs to be remitted 
overseas to an account under a family 
name, and this information is necessary for 
an account name inquiry in such cases.

Please state how much of the 2,170,000 
yen for the one-year program or the 
1,916,000 yen for the two or three-year 
program (one-year tuition) that you will 
be applying for will be covered by your 
financial supporter, and how much will be 
covered by you. (Please make sure that 
the portion of your financial supporter and 
your portion add up to the relevant tuition 
amount.)

If a financial supporter will be paying 
for any of your tuition, please make 
sure to write down the name of the 
financial supporter and his/her place of 
employment. If the financial supporter 
is unemployed, please write down how 
he/she will cover your tuition and living 
expenses. In this case, not stating an 
annual income is acceptable.

Please state the name and address of the 
examination admission postcard receiver. 
*  If this is an overseas address, please 
write this in English letters.

*  If you want materials sent to your Japanese 
language school, write its address instead.

Notes:
*Please fill out the International Student Personal Information Form referring to the <sample>.

*Please use a black ballpoint pen (non-erasable ballpoint pen).

Please state how much of your living 
expenses after you enter the school will 
be covered by your financial supporter, 
and how much will be covered by you. 
Please calculate and write down the 
amount for 1 year, referring to how much 
you expect to use in 1 month.

Please convert the annual income of your 
financial supporter into yen and write this 
down here.

Write your address and phone number in 
your home country.

　　　　■記入日：　　　　　年　　　月　　　日

留 学 生 身上 書
りゅう がく せい しん じょう しょ

■日本国内に在住している場合はＡ.Ｂ.Ｃ.Eを記入してください。Fill in the following A,B,C and E.     
　日本国外に在住している場合はＡ.Ｄ.Eを記入してください。 Fill in the following A,D and E. 

＜個人情報の取り扱いについて＞
留学生身上書にご記入いただく個人情報は、
本校への入学資格及び日本在留資格の確認に使用し、
他の目的には一切使用いたしません。

Ａ:旅券番号

Ｂ:在留資格

Passport no.

Type of status

有効期限
Date of expiration

有効期限
Date of expiration

Ｃ:在留カード番号 Residence card number

E:犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 Criminal record （in Japan and overseas）　有・Yes / 無・No  

Ｄ:過去の出入国歴（日本国外在住者）  Past entry into / departure from Japan　有・Yes / 無・No 
上記で『有』を選択した場合　（Fill in the followings when the answer is "Yes"）

回数　　　回　time(s) 直近の出入国歴
The latest entry from

年　　月　　日から
Year  Month  Day to

年　　月　　日
Year  Month  Day

■家族 ( 父･母･兄弟 / 保証人 / 経費支弁者 )Family or Guarantor / Supporter

住　所
Address

TEL：

氏　名
Name in English

本人との関係 Relationship
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

日本語、又は英語による連絡contact in Japanese or English　　日本語Japanese（可Yes・不No）/英語English（可Yes・不No）

住　所
Address

TEL：

本人との関係 Relationship
（　　　　　　　　　　　　　　　　）氏　名

Name in English
日本語、又は英語による連絡contact in Japanese or English　　日本語Japanese（可Yes・不No）/英語English（可Yes・不No）

姓 (Family Name) 名 (Given Name) 国籍・地域(Nationality / Region)

フリガナ

氏　名

Name in English

母国住所
Permanent

Home address

postal code ：

TEL ： E-MAIL ：

生年月日(Date of birth)<SEX>

年　 　月 　　日  <男･女>

TEL：

学　費
Tuition Fees

生活費
Living Expenses

経費支弁者名
Name of supporter

勤務先名
Place of Employment

■経費支弁方法 Method of support to meet the expenses while in japan    

経費支弁者分
Supporter

経費支弁者分
Supporter

円/年
Yen/per year

円/年
Yen/per year

円/年
Yen/per year

円/年
Yen/per year

円/年
Yen/per year

本人分
Self

本人分
Self

年　収
Annual income

※パスポート表記通りに
　記載してください
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（1）調理師専門課程　調理師本科　［調理クラス・キャリアクラス］

教育内容 教科科目 必選の別 規定時間数 年間授業時間数

規
定

食生活と健康 食生活と健康 90
150
120
30
180
300
90

960

90
150
120
30
180
300
92
30
962

食品と栄養の特性 食品と栄養

食品の安全と衛生
食品の安全と衛生

食品の安全と衛生実習
必修調理理論と食文化概論 調理理論と食文化概論

調理実習 調理実習
総合調理実習 総合調理実習

その他 飲食キャリア概論
規定科目授業時間数合計
卒業に必要な総授業時間数 992

（2）調理師専門課程　調理技術マネジメント学科

教育内容 教科科目 必選の別 規定時間数
年間授業時間数

第１学年 第２学年

規
定

食生活と健康 食生活と健康 90
150
120
30
180
300
90

90
150
120
30
180
300
92
30
32

食品と栄養の特性 食品と栄養

食品の安全と衛生
食品の安全と衛生

食品の安全と衛生実習
調理理論と食文化概論 調理理論と食文化概論

調理実習 調理実習
総合調理実習 総合調理実習

他
の
そ

飲食キャリア概論
インターンシップ 必修
HACCP演習 30

112
250
252
112

マネジメント論
調理技術理論

高度調理技術実習 高度調理実習
フードサービス実習 サービス
調理に関する国際
コミュニケーション 料理のための外国語 56

規定科目授業時間数合計 960 962
年間授業時間数合計 1,024 812

卒業に必要な総授業時間数 1,836

（3）調理師専門課程　高度調理技術マネジメント学科

教育内容 教科科目 必選の別 規定時間数
年間授業時間数

第１学年 第２学年 第3学年

規
定

食生活と健康 食生活と健康 90
150
120
30
180
300
90

90
150
120
30
180
300
92
30

食品と栄養の特性 食品と栄養

食品の安全と衛生
食品の安全と衛生
食品の安全と衛生実習

調理理論と食文化概論 調理理論と食文化概論
調理実習 調理実習
総合調理実習 総合調理実習

他
の
そ

飲食キャリア概論
キャリア形成実習

必修
384
30
60
120
148
60

HACCP演習
マネジメント論 52

130
104
52

調理技術理論
高度調理技術実習 高度調理実習
フードサービス実習 サービス
調理に関する国際
コミュニケーション 料理のための外国語 30 26

飲食キャリア概論Ⅱ 112
168
168

総合演習
調理研究実習

規定科目授業時間数合計 960 962
年間授業時間数合計 992 832 812

卒業に必要な総授業時間数 2,636

本校で学ぶにあたっては、授業の出席と成績評価等も重要となります。
進級・卒業の認定要件を十分に理解して、学習に取り組んでください。

【進級・卒業認定の要件】次の１）と２）の要件を満たすこと
　１）各科目において出席率が６０％以上で、かつ学業成績の評価が１００点満点中６０点以上であること
　２）進級または卒業に必要な総授業時間数の８０％以上出席すること

※以下、調理師専門課程の教科科目及び授業時間数は2020年度のものです。

（1）衛生専門課程　日本料理本科 

教科科目 必選の別 年間授業時間数

588
112
140
56
56
28
952
28
952

必修

選択
必修科目授業時間数
選択科目授業時間数

卒業に必要な総授業時間数

日本料理実習
すし実習
日本料理理論
日本食文化概論
飲食店HACCP
キャリアデザイン

（２）衛生専門課程　日本料理クリエイティブ経営学科

教科科目 必選の別

588
112
140
56
56
28
28

必修

必修

選択

選択

必修科目授業時間数
選択科目授業時間数

卒業に必要な総授業時間数

日本料理実習
すし実習
日本料理理論
日本食文化概論
飲食店HACCP
食ビジネス概論

英語コミュニケーションⅠ
日本料理実習Ⅱ
日本料理理論Ⅱ
日本食文化概論Ⅱ

食環境マネジメント概論
キャリアデザイン

英語コミュニケーションⅡ

年間授業時間数
第１学年 第２学年

616
140
56
56
28
28
868
56

980
28
1,848

辻調理師専門学校での学びについて
～入学までに知っておいてほしいこと～
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（1）製菓衛生師専門課程　製菓衛生師本科 
教科科目 必選の別 規定授業時間数 年間授業時間数

規定科目

衛生法規 30

60

60

120

60

30

90

480

30

60

60

120

60

30

148

508

38

1,016

38

1,016

公衆衛生学

食品学

食品衛生学

栄養学
必修

社会

製菓理論

製菓実習

自由選択科目 作品制作展 選択

規定科目授業時間数 930

自由選択科目授業時間数

卒業に必要な総授業時間数

（注）自由選択科目については履修認定を行うが、卒業に必要な総授業時間数には含まない。

（2）製菓衛生師専門課程　製菓技術マネジメント学科

教科科目 必選の別 規定授業時間数
年間授業時間数

第1学年 第2学年

規定科目

衛生法規 30

60

60

120

60

30

90

480

30

60

60

120

60

30

148

508

公衆衛生学

食品学

食品衛生学

栄養学

社会

製菓理論
必修

製菓実習

必修科目

製菓衛生師教養演習 60

92

240

480

38

マネジメント論

高度製菓理論

高度製菓実習

自由選択科目 作品制作展 38

1,016

選択
規定及び必修科目授業時間数 930 872

自由選択科目授業時間数 76

卒業に必要な総授業時間数 1,888

（注）卒業に必要な総授業時間数は、規定科目と必修科目を合わせた時間数とする。
自由選択科目については履修認定を行うが、卒業に必要な総授業時間数には含まない。

【重要】　本校では「製菓衛生師」資格取得も教育目的の一つであり、学生はそのための学習および取得に
　　　　努めなければなりません。

本校で学ぶにあたっては、授業の出席と成績評価等も重要となります。
進級・卒業の認定要件を十分に理解して、学習に取り組んでください。

【進級・卒業認定の要件】次の１）と２）の要件を満たすこと
　１）各科目において出席率が６０％以上で、かつ学業成績の評価が１００点満点中６０点以上であること
　２）進級または卒業に必要な総授業時間数の８０％以上出席すること

※以下、教科科目及び授業時間数は2020年度のものです。

（1）調理師専門課程　調理師本科　［調理クラス・キャリアクラス］

教育内容 教科科目 必選の別 規定時間数 年間授業時間数

規
定

食生活と健康 食生活と健康 90
150
120
30
180
300
90

960

90
150
120
30
180
300
92
30
962

食品と栄養の特性 食品と栄養

食品の安全と衛生
食品の安全と衛生

食品の安全と衛生実習
必修調理理論と食文化概論 調理理論と食文化概論

調理実習 調理実習
総合調理実習 総合調理実習

その他 飲食キャリア概論
規定科目授業時間数合計
卒業に必要な総授業時間数 992

（2）調理師専門課程　調理技術マネジメント学科

教育内容 教科科目 必選の別 規定時間数
年間授業時間数

第１学年 第２学年

規
定

食生活と健康 食生活と健康 90
150
120
30
180
300
90

90
150
120
30
180
300
92
30
32

食品と栄養の特性 食品と栄養

食品の安全と衛生
食品の安全と衛生
食品の安全と衛生実習

調理理論と食文化概論 調理理論と食文化概論
調理実習 調理実習
総合調理実習 総合調理実習

他
の
そ

飲食キャリア概論
インターンシップ 必修
HACCP演習 30

112
250
252
112

マネジメント論
調理技術理論

高度調理技術実習 高度調理実習
フードサービス実習 サービス
調理に関する国際
コミュニケーション 料理のための外国語 56

規定科目授業時間数合計 960 962
年間授業時間数合計 1,024 812

卒業に必要な総授業時間数 1,836

（3）調理師専門課程　高度調理技術マネジメント学科

教育内容 教科科目 必選の別 規定時間数
年間授業時間数

第１学年 第２学年 第3学年

規
定

食生活と健康 食生活と健康 90
150
120
30
180
300
90

90
150
120
30
180
300
92
30

食品と栄養の特性 食品と栄養

食品の安全と衛生
食品の安全と衛生
食品の安全と衛生実習

調理理論と食文化概論 調理理論と食文化概論
調理実習 調理実習
総合調理実習 総合調理実習

他
の
そ

飲食キャリア概論
キャリア形成実習

必修
384
30
60
120
148
60

HACCP演習
マネジメント論 52

130
104
52

調理技術理論
高度調理技術実習 高度調理実習
フードサービス実習 サービス
調理に関する国際
コミュニケーション 料理のための外国語 30 26

飲食キャリア概論Ⅱ 112
168
168

総合演習
調理研究実習

規定科目授業時間数合計 960 962
年間授業時間数合計 992 832 812

卒業に必要な総授業時間数 2,636

本校で学ぶにあたっては、授業の出席と成績評価等も重要となります。
進級・卒業の認定要件を十分に理解して、学習に取り組んでください。

【進級・卒業認定の要件】次の１）と２）の要件を満たすこと
　１）各科目において出席率が６０％以上で、かつ学業成績の評価が１００点満点中６０点以上であること
　２）進級または卒業に必要な総授業時間数の８０％以上出席すること

※以下、調理師専門課程の教科科目及び授業時間数は2020年度のものです。

（1）衛生専門課程　日本料理本科 

教科科目 必選の別 年間授業時間数

588
112
140
56
56
28
952
28
952

必修

選択
必修科目授業時間数
選択科目授業時間数

卒業に必要な総授業時間数

日本料理実習
すし実習

日本料理理論
日本食文化概論
飲食店HACCP
キャリアデザイン

（２）衛生専門課程　日本料理クリエイティブ経営学科

教科科目 必選の別

588
112
140
56
56
28
28

必修

必修

選択

選択

必修科目授業時間数
選択科目授業時間数

卒業に必要な総授業時間数

日本料理実習
すし実習

日本料理理論
日本食文化概論
飲食店HACCP
食ビジネス概論

英語コミュニケーションⅠ
日本料理実習Ⅱ
日本料理理論Ⅱ
日本食文化概論Ⅱ

食環境マネジメント概論
キャリアデザイン

英語コミュニケーションⅡ

年間授業時間数
第１学年 第２学年

616
140
56
56
28
28
868
56

980
28
1,848
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（1）製菓衛生師専門課程　製菓衛生師本科 
教科科目 必選の別 規定授業時間数 年間授業時間数

規定科目

衛生法規 30

60

60

120

60

30

90

480

30

60

60

120

60

30

148

508

38

1,016

38

1,016

公衆衛生学

食品学

食品衛生学

栄養学
必修

社会

製菓理論

製菓実習

自由選択科目 作品制作展 選択

規定科目授業時間数 930

自由選択科目授業時間数

卒業に必要な総授業時間数

（注）自由選択科目については履修認定を行うが、卒業に必要な総授業時間数には含まない。

（2）製菓衛生師専門課程　製菓技術マネジメント学科

教科科目 必選の別 規定授業時間数
年間授業時間数

第1学年 第2学年

規定科目

衛生法規 30

60

60

120

60

30

90

480

30

60

60

120

60

30

148

508

公衆衛生学

食品学

食品衛生学

栄養学

社会

製菓理論
必修

製菓実習

必修科目

製菓衛生師教養演習 60

92

240

480

38

マネジメント論

高度製菓理論

高度製菓実習

自由選択科目 作品制作展 38

1,016

選択
規定及び必修科目授業時間数 930 872

自由選択科目授業時間数 76

卒業に必要な総授業時間数 1,888

（注）卒業に必要な総授業時間数は、規定科目と必修科目を合わせた時間数とする。
自由選択科目については履修認定を行うが、卒業に必要な総授業時間数には含まない。

【重要】　本校では「製菓衛生師」資格取得も教育目的の一つであり、学生はそのための学習および取得に
　　　　努めなければなりません。

本校で学ぶにあたっては、授業の出席と成績評価等も重要となります。
進級・卒業の認定要件を十分に理解して、学習に取り組んでください。

【進級・卒業認定の要件】次の１）と２）の要件を満たすこと
　１）各科目において出席率が６０％以上で、かつ学業成績の評価が１００点満点中６０点以上であること
　２）進級または卒業に必要な総授業時間数の８０％以上出席すること

※以下、教科科目及び授業時間数は2020年度のものです。

辻製菓専門学校での学びについて
～入学までに知っておいてほしいこと～

（1）調理師専門課程　調理師本科　［調理クラス・キャリアクラス］

教育内容 教科科目 必選の別 規定時間数 年間授業時間数

規
定

食生活と健康 食生活と健康 90
150
120
30
180
300
90

960

90
150
120
30
180
300
92
30
962

食品と栄養の特性 食品と栄養

食品の安全と衛生
食品の安全と衛生
食品の安全と衛生実習

必修調理理論と食文化概論 調理理論と食文化概論
調理実習 調理実習

総合調理実習 総合調理実習
その他 飲食キャリア概論

規定科目授業時間数合計
卒業に必要な総授業時間数 992

（2）調理師専門課程　調理技術マネジメント学科

教育内容 教科科目 必選の別 規定時間数
年間授業時間数

第１学年 第２学年

規
定

食生活と健康 食生活と健康 90
150
120
30
180
300
90

90
150
120
30
180
300
92
30
32

食品と栄養の特性 食品と栄養

食品の安全と衛生
食品の安全と衛生
食品の安全と衛生実習

調理理論と食文化概論 調理理論と食文化概論
調理実習 調理実習

総合調理実習 総合調理実習

他
の
そ

飲食キャリア概論
インターンシップ 必修
HACCP演習 30

112
250
252
112

マネジメント論
調理技術理論

高度調理技術実習 高度調理実習
フードサービス実習 サービス
調理に関する国際
コミュニケーション 料理のための外国語 56

規定科目授業時間数合計 960 962
年間授業時間数合計 1,024 812

卒業に必要な総授業時間数 1,836

（3）調理師専門課程　高度調理技術マネジメント学科

教育内容 教科科目 必選の別 規定時間数
年間授業時間数

第１学年 第２学年 第3学年

規
定

食生活と健康 食生活と健康 90
150
120
30
180
300
90

90
150
120
30
180
300
92
30

食品と栄養の特性 食品と栄養

食品の安全と衛生
食品の安全と衛生

食品の安全と衛生実習
調理理論と食文化概論 調理理論と食文化概論

調理実習 調理実習
総合調理実習 総合調理実習

他
の
そ

飲食キャリア概論
キャリア形成実習

必修
384
30
60
120
148
60

HACCP演習
マネジメント論 52

130
104
52

調理技術理論
高度調理技術実習 高度調理実習
フードサービス実習 サービス
調理に関する国際
コミュニケーション 料理のための外国語 30 26

飲食キャリア概論Ⅱ 112
168
168

総合演習
調理研究実習

規定科目授業時間数合計 960 962
年間授業時間数合計 992 832 812

卒業に必要な総授業時間数 2,636

本校で学ぶにあたっては、授業の出席と成績評価等も重要となります。
進級・卒業の認定要件を十分に理解して、学習に取り組んでください。

【進級・卒業認定の要件】次の１）と２）の要件を満たすこと
　１）各科目において出席率が６０％以上で、かつ学業成績の評価が１００点満点中６０点以上であること
　２）進級または卒業に必要な総授業時間数の８０％以上出席すること

※以下、調理師専門課程の教科科目及び授業時間数は2020年度のものです。

（1）衛生専門課程　日本料理本科 

教科科目 必選の別 年間授業時間数

588
112
140
56
56
28
952
28
952

必修

選択
必修科目授業時間数
選択科目授業時間数

卒業に必要な総授業時間数

日本料理実習
すし実習
日本料理理論
日本食文化概論
飲食店HACCP
キャリアデザイン

（２）衛生専門課程　日本料理クリエイティブ経営学科

教科科目 必選の別

588
112
140
56
56
28
28

必修

必修

選択

選択

必修科目授業時間数
選択科目授業時間数

卒業に必要な総授業時間数

日本料理実習
すし実習
日本料理理論
日本食文化概論
飲食店HACCP
食ビジネス概論

英語コミュニケーションⅠ
日本料理実習Ⅱ
日本料理理論Ⅱ
日本食文化概論Ⅱ

食環境マネジメント概論
キャリアデザイン

英語コミュニケーションⅡ

年間授業時間数
第１学年 第２学年

616
140
56
56
28
28
868
56

980
28
1,848
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１　払込取扱票（巻末添付）の太枠内に必要事項を記入し、
　　窓口で納入してください。
　　　※必ず、出願者ご本人の情報をご記入ください。

２　納入後に窓口から受け取る振替払込受付証明書を
　　願書裏面（下記参照）に貼り付けてください。

 窓口 （現金） 払込手数料（203円）が必要です　

加
入
者
名
払
込
金
額
ご
依
頼
人
住
所
氏
名

※

（電話番号　 　  － 　 　 　 － 　 　 　 ）

（承認番号大証第849号）

千 百 十 万 千 百 十 円

●入学願書の
　所定欄に貼
　付のこと。

日 附 印

大阪

出願する学校に□印をつけてください

□ 辻調理師専門学校
□ 辻製菓専門学校

学校法人辻料理学館
0 0 9 4 0 2 14 0 5 2 5

学校法人辻料理学館

学校法人辻料理学館

振替払込受付証明書（お客さま用）
（ご依頼人   郵便局・ゆうちょ銀行   ご依頼人）

（入学願書裏面貼付用）

承認番号大第46166号

口座
記号
番号

0 0 9 4 0 2 1 4 0 5 2 5

02 0 0 0

02 0 0 0

41 0 5 2 5

0 0 9 4 0 22 0 0 0 0

○検定料（郵便局）
検定料（20,000円）を現金にて納入する際にご使用ください。

【注意】 電信振替では使用できません。

郵便局窓口で納入した方は、
この部分を願書の裏面に貼付。

●必ず、通信欄の出願校選択□をお願いします。

加
入
者
名
払
込
金
額
ご
依
頼
人
住
所
氏
名

※

（電話番号　 　  － 　 　 　 － 　 　 　 ）

（承認番号大証第849号）

千 百 十 万 千 百 十 円

●入学願書の
　所定欄に貼
　付のこと。

日 附 印

大阪

出願する学校に□印をつけてください

□ 辻調理師専門学校
□ 辻製菓専門学校

学校法人辻料理学館
0 0 9 4 0 2 14 0 5 2 5

学校法人辻料理学館

学校法人辻料理学館

振替払込受付証明書（お客さま用）
（ご依頼人   郵便局・ゆうちょ銀行   ご依頼人）

（入学願書裏面貼付用）

承認番号大第46166号

口座
記号
番号

0 0 9 4 0 2 1 4 0 5 2 5

02 0 0 0

02 0 0 0

41 0 5 2 5

0 0 9 4 0 22 0 0 0 0

○検定料（郵便局）
検定料（20,000円）を現金にて納入する際にご使用ください。

【注意】 電信振替では使用できません。

郵便局窓口で納入した方は、
この部分を願書の裏面に貼付。

●必ず、通信欄の出願校選択□をお願いします。

加
入
者
名
払
込
金
額
ご
依
頼
人
住
所
氏
名

※

（電話番号　 　  － 　 　 　 － 　 　 　 ）

（承認番号大証第849号）

千 百 十 万 千 百 十 円千 百 十 万 千 百 十 円千 百 十 万 千 百 十 円千 百 十 万 千 百 十 円千 百 十 万 千 百 十 円千 百 十 万 千 百 十 円千 百 十 万 千 百 十 円千 百 十 万 千 百 十 円

●入学願書の
　所定欄に貼
　付のこと。

日 附 印

0 0 9 4 0 2 14 0 5 2 5

学校法人辻料理学館

振替払込受付証明書（お客さま用）
（ご依頼人   郵便局人   郵便局・ゆうちょ銀行      ご依頼人）

（入学願書裏面貼付用）

口座
記号
番号

02 0 0 0

ＡＴＭ （現金） 払込手数料（152円）が必要です

○ 検定料

検定料を納入後、以下に該当する納入証明書を
貼り付けてください。

○ 進学アンケート（辻調理師専門学校・辻製菓専門学校のフランス校留学コース出願者は除く）
（辻調理師専門学校の日本料理クリエイティブ経営学科・日本料理本科の出願者は除く）

□ 製菓総合クラス （２年間総合的に全ジャンルを学ぶ）

□ パティシエクラス （第2学年は洋菓子を専門的に学ぶ）

□ ブーランジェクラス （第2学年は製パンを専門的に学ぶ）

□ 和菓子クラス （第2学年は和菓子を専門的に学ぶ）

□ 今はわからない

卒業後にフランス校留学を検討していますか？
　※あくまで現時点の希望調査です。

質問

検 定 料 納 入 証 明 書
貼  付  欄

（ 折り曲 げ 可 ）

入学検定料（20,000円）を

納入した証明になります。

必ず貼り付けてください。

※「振替払込請求書兼受領証」はご本人控えのため、
　貼付不要です。

納入証明書

郵便局
窓口

郵便局
ATM

コンビニエンス
ストア

受付支店日付印のある
「郵便振替払込受付証明書（お客様用）」

「ご利用明細票」（感熱紙）

「領収書」など納入を証明する書類
（コピー可）

○ 進級アンケート （辻製菓専門学校 製菓技術マネジメント学科出願者のみ回答してください）

第2学年はどの専攻クラスを希望していますか？
　※あくまで現時点の希望調査です。
　　なお、専攻クラスは第1学年の成績・出席状況などを
　　総合的に勘案して決定します。
　　（決定予定時期：第1学年の2月頃）

質問 該当するものに □ してください

該当するものに □ してください

□ はい □ いいえ

■ 併願制度 申請　〈必ず、本誌P14をご確認のうえ申請をしてください〉

私は、大学・短期大学・公務員試験との併願受験を希望します。　　　　□　はい
併願受験をする

大学 ・ 短期大学 ・ 公務員試験種類　（空欄不可）
大学
短期大学
試験

年　　　　　月　　　　日

※第一志望のみ、記入すること
※短期大学・大学の場合、学校名のみ記入すること（学部・課程の記入不要）

合格発表日　（空欄不可）

○ 願書記入上の注意

学歴欄：小学校以降の学歴をすべて記入
職歴欄：現在勤めている勤務先名を記入（複数の職歴がある場合は最近のものを記入）

○ 検定料 

検定料を納入後、以下に該当する納入証明書を
貼り付けてください。

○ 進学アンケート （全出願者対象）　※ただし、フランス校留学コース出願者は除く

□ 製菓総合クラス （２年間総合的に全ジャンルを学ぶ）

□ パティシエクラス （第2学年は洋菓子を専門的に学ぶ）

□ ブーランジェクラス （第2学年は製パンを専門的に学ぶ）

□ 和菓子クラス （第2学年は和菓子を専門的に学ぶ）

□ 今はわからない

卒業後にフランス校留学を検討していますか？
　※あくまで現時点の希望調査です。

質問

検 定 料 納 入 証 明 書
貼  付  欄

（ 折 り 曲 げ 可 ）

入学検定料（20,000円）を

納入した証明になります。

必ず貼り付けてください。

※「振替払込請求書兼受領証」はご本人控えのため、
　貼付不要です。

納入証明書

郵便局
窓口

郵便局
ATM

コンビニエンス
ストア

受付支店日付印のある
「郵便振替払込受付証明書（お客様用）」

「ご利用明細票」（感熱紙）

「領収書」など納入を証明する書類
（コピー可）

○ 進級アンケート （辻製菓専門学校 製菓技術マネジメント学科出願者のみ回答してください）

第2学年はどの専攻クラスを希望していますか？
　※あくまで現時点の希望調査です。
　　なお、専攻クラスは第1学年の成績・出席状況などを
　　総合的に勘案して決定します。
　　（決定予定時期：第1学年の2月頃）

質問 該当するものに □ してください

該当するものに □ してください

□ はい □ いいえ

□ 
Flywireを利用した場合は
こちらに □ してください

（日本国外在住者のみ）

検 定 料 納 入 証 明 書
貼  付  欄

（ 折 り 曲 げ 可 ）

入学検定料（20,000円）を

納入した証明になります。

必ず貼り付けてください。

◀◀◀ 
「振替払込受付証明書」
「ご利用明細票」（感熱紙） の
貼り付け位置

※指定枠におさまらない場合は、
　折り曲げて貼り付けてください

願書裏面
口座記号番号

加入者名

００９４０－２－１４０５２５

学校法人辻料理学館

ゆうちょ銀行に口座をお持ちの方は、電信振替も可能です。
電信振替では払込取扱票（巻末添付）は使用できません。

１　払込取扱票（巻末添付）の太枠内に必要事項を
　　記入してください。
　　　※必ず、出願者ご本人の情報をご記入ください。

３　納入後に出力される「ご利用明細票」（感熱紙）を
　　願書裏面（下記参照）に貼り付けてください。

タッチパネル　　　　  ▶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▶ 払込書を投入し、案内に従って納入してください。

２　郵便局のATMを操作してください。

ご送金 払込書でのご送金   ▶　次へ

■ 日本国内在住で入学願書で出願する場合
　　※インターネット出願での検定料の納入は、画面上の案内に応じて行ってください。 システム使用料（３００円+消費税）が必要です　

ローソン ／ ファミリーマート ／ ミニストップ ／ セイコーマート

■ Step１～３の手順に従って、手続きをしてください

Step3　 レジで渡される「領収証」など納入を証明する書類を願書裏面に貼付

6　左ページ「願書裏面」の位置に貼り付けてください。

Step2　 コンビニエンスストアで納入

※ マルチメディア端末の操作方法は、送信される「検定料お支払い手続き案内メール」で確認できます。

４　各店内に設置されているマルチメディア端末※を操作し、支払受付番号（オンライン決済番号）を入力。

【注意】 コンビニエンスストア店頭での払い戻しはできません。本校にご連絡ください　☎06-6629-6621

5　発券される申込券で、レジにて納入してください。

Step1　 スマートフォン か パソコンで基本情報を登録

goo.gl/xP66Bs

画面の案内に従って「志願者氏名」「フリガナ」「住所」「電話番号」「利用するコンビニエンスストア」などを登録。

▶ 登録したメールアドレスに、申込内容確認と支払受付番号（オンライン決済番号）が送信される。

　

▶ 支払受付番号（オンライン決済番号）はメモするか、受信したメールを保管して指定したコンビニエンスストアまで
　 お持ちください。

３　申込情報入力 ～ 完了

１　右のQRコードを読み込むか、
　　インターネットで上記のURLに
　　アクセスしてください。

１　インターネットで上記のURLに
　　アクセスしてください。

２　規約画面
規約を確認 ▶ メールアドレスを入力 ▶ 表示されるセキュリティコードを入力 ▶ 同意して申込

▶ 登録したメールアドレスにインターネット納付用URLが送信される ▶ URLをクリック

スマートフォン パソコン

メールタイトル『コンビニ支払案内メール』

利用できるコンビニエンスストア  ※下記以外のコンビニエンスストアでは利用できません

メールタイトル【辻調グループ】検定料お支払い手続き案内メール

検定料の納入方法
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辻調理師専門学校・辻製菓専門学校はフライワイヤーと提携し、簡単で安全なお支払い方法を提供いたします。
銀行振込を含む全てのお支払いはフライワイヤーをご利用ください。
　●Eメール通知やマイページからお支払いを追跡することができます。
　●各国から様々な方法でお支払いいただけます (銀行振込, クレジットカード, 各種オンラインetc.)
　●多言語のカスタマーサポートを24時間利用できます。

フライワイヤーは信頼ある国際学費決済サービスで、
世界中の教育機関で利用されています

辻調理師専門学校
tsuji-culinary-application.flywire.com

へアクセスしてください！または

辻製菓専門学校
tsuji-patisserie-application.flywire.com

へアクセスしてください！または

Step2 国と検定料（20,000円）を入力

Step3 お支払い方法を選択

Step4 お支払い人情報を入力

Step5 学生情報を入力

Step6 お振込または決済

フライワイヤーが責任をもって日本円で学費を学校に支払います。

Step１ 下記URLから手続きを開始

メリット1
お支払は現地銀行への支払、そして各
種クレジットカード・銀聯カード・アリ
ペイなどでも可能です。

メリット2
365日24時間、全世界3つのカスタ
マーセンターが電話・メール・Skype・
WeChatでご質問に返答します。

メリット3
手続きはパソコンだけでなくモバイル
ページからも簡単にできます。

１　払込取扱票（巻末添付）の太枠内に必要事項を記入し、
　　窓口で納入してください。
　　　※必ず、出願者ご本人の情報をご記入ください。

２　納入後に窓口から受け取る振替払込受付証明書を
　　願書裏面（下記参照）に貼り付けてください。

 窓口 （現金） 払込手数料（203円）が必要です　

加
入
者
名
払
込
金
額
ご
依
頼
人
住
所
氏
名

※

（電話番号　 　  － 　 　 　 － 　 　 　 ）

（承認番号大証第849号）

千 百 十 万 千 百 十 円

●入学願書の
　所定欄に貼
　付のこと。

日 附 印

大阪

出願する学校に□印をつけてください

□ 辻調理師専門学校
□ 辻製菓専門学校

学校法人辻料理学館
0 0 9 4 0 2 14 0 5 2 5

学校法人辻料理学館

学校法人辻料理学館

振替払込受付証明書（お客さま用）
（ご依頼人   郵便局・ゆうちょ銀行   ご依頼人）

（入学願書裏面貼付用）

承認番号大第46166号

口座
記号
番号

0 0 9 4 0 2 1 4 0 5 2 5

02 0 0 0

02 0 0 0

41 0 5 2 5

0 0 9 4 0 22 0 0 0 0

○検定料（郵便局）
検定料（20,000円）を現金にて納入する際にご使用ください。

【注意】 電信振替では使用できません。

郵便局窓口で納入した方は、
この部分を願書の裏面に貼付。

●必ず、通信欄の出願校選択□をお願いします。

加
入
者
名
払
込
金
額
ご
依
頼
人
住
所
氏
名

※

（電話番号　 　  － 　 　 　 － 　 　 　 ）

（承認番号大証第849号）

千 百 十 万 千 百 十 円

●入学願書の
　所定欄に貼
　付のこと。

日 附 印

大阪

出願する学校に□印をつけてください

□ 辻調理師専門学校
□ 辻製菓専門学校

学校法人辻料理学館
0 0 9 4 0 2 14 0 5 2 5

学校法人辻料理学館

学校法人辻料理学館

振替払込受付証明書（お客さま用）
（ご依頼人   郵便局・ゆうちょ銀行   ご依頼人）

（入学願書裏面貼付用）

承認番号大第46166号

口座
記号
番号

0 0 9 4 0 2 1 4 0 5 2 5

02 0 0 0

02 0 0 0

41 0 5 2 5

0 0 9 4 0 22 0 0 0 0

○検定料（郵便局）
検定料（20,000円）を現金にて納入する際にご使用ください。

【注意】 電信振替では使用できません。

郵便局窓口で納入した方は、
この部分を願書の裏面に貼付。

●必ず、通信欄の出願校選択□をお願いします。

ＡＴＭ （現金） 払込手数料（152円）が必要です

○ 検定料

検定料を納入後、以下に該当する納入証明書を
貼り付けてください。

○ 進学アンケート（辻調理師専門学校・辻製菓専門学校のフランス校留学コース出願者は除く）
（辻調理師専門学校の日本料理クリエイティブ経営学科・日本料理本科の出願者は除く）

□ 製菓総合クラス （２年間総合的に全ジャンルを学ぶ）

□ パティシエクラス （第2学年は洋菓子を専門的に学ぶ）

□ ブーランジェクラス （第2学年は製パンを専門的に学ぶ）

□ 和菓子クラス （第2学年は和菓子を専門的に学ぶ）

□ 今はわからない

卒業後にフランス校留学を検討していますか？
　※あくまで現時点の希望調査です。

質問

検 定 料 納 入 証 明 書
貼  付  欄

（ 折り曲 げ 可 ）

入学検定料（20,000円）を

納入した証明になります。

必ず貼り付けてください。

※「振替払込請求書兼受領証」はご本人控えのため、
　貼付不要です。

納入証明書

郵便局
窓口

郵便局
ATM

コンビニエンス
ストア

受付支店日付印のある
「郵便振替払込受付証明書（お客様用）」

「ご利用明細票」（感熱紙）

「領収書」など納入を証明する書類
（コピー可）

○ 進級アンケート （辻製菓専門学校 製菓技術マネジメント学科出願者のみ回答してください）

第2学年はどの専攻クラスを希望していますか？
　※あくまで現時点の希望調査です。
　　なお、専攻クラスは第1学年の成績・出席状況などを
　　総合的に勘案して決定します。
　　（決定予定時期：第1学年の2月頃）

質問 該当するものに □ してください

該当するものに □ してください

□ はい □ いいえ

■ 併願制度 申請　〈必ず、本誌P14をご確認のうえ申請をしてください〉

私は、大学・短期大学・公務員試験との併願受験を希望します。　　　　□　はい
併願受験をする

大学 ・ 短期大学 ・ 公務員試験種類　（空欄不可）
大学
短期大学
試験

年　　　　　月　　　　日

※第一志望のみ、記入すること
※短期大学・大学の場合、学校名のみ記入すること（学部・課程の記入不要）

合格発表日　（空欄不可）

○ 願書記入上の注意

学歴欄：小学校以降の学歴をすべて記入
職歴欄：現在勤めている勤務先名を記入（複数の職歴がある場合は最近のものを記入）

○ 検定料 

検定料を納入後、以下に該当する納入証明書を
貼り付けてください。

○ 進学アンケート （全出願者対象）　※ただし、フランス校留学コース出願者は除く

□ 製菓総合クラス （２年間総合的に全ジャンルを学ぶ）

□ パティシエクラス （第2学年は洋菓子を専門的に学ぶ）

□ ブーランジェクラス （第2学年は製パンを専門的に学ぶ）

□ 和菓子クラス （第2学年は和菓子を専門的に学ぶ）

□ 今はわからない

卒業後にフランス校留学を検討していますか？
　※あくまで現時点の希望調査です。

質問

検 定 料 納 入 証 明 書
貼  付  欄

（ 折 り 曲 げ 可 ）

入学検定料（20,000円）を

納入した証明になります。

必ず貼り付けてください。

※「振替払込請求書兼受領証」はご本人控えのため、
　貼付不要です。

納入証明書

郵便局
窓口

郵便局
ATM

コンビニエンス
ストア

受付支店日付印のある
「郵便振替払込受付証明書（お客様用）」

「ご利用明細票」（感熱紙）

「領収書」など納入を証明する書類
（コピー可）

○ 進級アンケート （辻製菓専門学校 製菓技術マネジメント学科出願者のみ回答してください）

第2学年はどの専攻クラスを希望していますか？
　※あくまで現時点の希望調査です。
　　なお、専攻クラスは第1学年の成績・出席状況などを
　　総合的に勘案して決定します。
　　（決定予定時期：第1学年の2月頃）

質問 該当するものに □ してください

該当するものに □ してください

□ はい □ いいえ

□ 
Flywireを利用した場合は
こちらに □ してください

（日本国外在住者のみ）

◀◀◀ 
「振替払込受付証明書」
「ご利用明細票」（感熱紙） の
貼り付け位置

※指定枠におさまらない場合は、
　折り曲げて貼り付けてください

願書裏面
口座記号番号

加入者名

００９４０－２－１４０５２５

学校法人辻料理学館

ゆうちょ銀行に口座をお持ちの方は、電信振替も可能です。
電信振替では払込取扱票（巻末添付）は使用できません。

１　払込取扱票（巻末添付）の太枠内に必要事項を
　　記入してください。
　　　※必ず、出願者ご本人の情報をご記入ください。

３　納入後に出力される「ご利用明細票」（感熱紙）を
　　願書裏面（下記参照）に貼り付けてください。

タッチパネル　　　　  ▶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▶ 払込書を投入し、案内に従って納入してください。

２　郵便局のATMを操作してください。

ご送金 払込書でのご送金   ▶　次へ

■ 日本国内在住で入学願書で出願する場合
　　※インターネット出願での検定料の納入は、画面上の案内に応じて行ってください。 システム使用料（３００円+消費税）が必要です　

ローソン ／ ファミリーマート ／ ミニストップ ／ セイコーマート

■ Step１～３の手順に従って、手続きをしてください

Step3　 レジで渡される「領収証」など納入を証明する書類を願書裏面に貼付

6　左ページ「願書裏面」の位置に貼り付けてください。

Step2　 コンビニエンスストアで納入

※ マルチメディア端末の操作方法は、送信される「検定料お支払い手続き案内メール」で確認できます。

４　各店内に設置されているマルチメディア端末※を操作し、支払受付番号（オンライン決済番号）を入力。

【注意】 コンビニエンスストア店頭での払い戻しはできません。本校にご連絡ください　☎06-6629-6621

5　発券される申込券で、レジにて納入してください。

Step1　 スマートフォン か パソコンで基本情報を登録

goo.gl/xP66Bs

画面の案内に従って「志願者氏名」「フリガナ」「住所」「電話番号」「利用するコンビニエンスストア」などを登録。

▶ 登録したメールアドレスに、申込内容確認と支払受付番号（オンライン決済番号）が送信される。

　

▶ 支払受付番号（オンライン決済番号）はメモするか、受信したメールを保管して指定したコンビニエンスストアまで
　 お持ちください。

３　申込情報入力 ～ 完了

１　右のQRコードを読み込むか、
　　インターネットで上記のURLに
　　アクセスしてください。

１　インターネットで上記のURLに
　　アクセスしてください。

２　規約画面
規約を確認 ▶ メールアドレスを入力 ▶ 表示されるセキュリティコードを入力 ▶ 同意して申込

▶ 登録したメールアドレスにインターネット納付用URLが送信される ▶ URLをクリック

スマートフォン パソコン

メールタイトル『コンビニ支払案内メール』

利用できるコンビニエンスストア  ※下記以外のコンビニエンスストアでは利用できません

メールタイトル【辻調グループ】検定料お支払い手続き案内メール
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辻調理師専門学校・辻製菓専門学校はフライワイヤーと提携し、簡単で安全なお支払い方法を提供いたします。
銀行振込を含む全てのお支払いはフライワイヤーをご利用ください。
　●Eメール通知やマイページからお支払いを追跡することができます。
　●各国から様々な方法でお支払いいただけます (銀行振込, クレジットカード, 各種オンラインetc.)
　●多言語のカスタマーサポートを24時間利用できます。

フライワイヤーは信頼ある国際学費決済サービスで、
世界中の教育機関で利用されています

辻調理師専門学校
tsuji-culinary-application.flywire.com

へアクセスしてください！または

辻製菓専門学校
tsuji-patisserie-application.flywire.com

へアクセスしてください！または

Step2 国と検定料（20,000円）を入力

Step3 お支払い方法を選択

Step4 お支払い人情報を入力

Step5 学生情報を入力

Step6 お振込または決済

フライワイヤーが責任をもって日本円で学費を学校に支払います。

Step１ 下記URLから手続きを開始

メリット1
お支払は現地銀行への支払、そして各
種クレジットカード・銀聯カード・アリ
ペイなどでも可能です。

メリット2
365日24時間、全世界3つのカスタ
マーセンターが電話・メール・Skype・
WeChatでご質問に返答します。

メリット3
手続きはパソコンだけでなくモバイル
ページからも簡単にできます。

■ 日本国外在住で入学願書で出願する場合

１　払込取扱票（巻末添付）の太枠内に必要事項を記入し、
　　窓口で納入してください。
　　　※必ず、出願者ご本人の情報をご記入ください。

２　納入後に窓口から受け取る振替払込受付証明書を
　　願書裏面（下記参照）に貼り付けてください。

 窓口 （現金） 払込手数料（203円）が必要です　

加
入
者
名
払
込
金
額
ご
依
頼
人
住
所
氏
名

※

（電話番号　 　  － 　 　 　 － 　 　 　 ）

（承認番号大証第849号）

千 百 十 万 千 百 十 円

●入学願書の
　所定欄に貼
　付のこと。

日 附 印

大阪

出願する学校に□印をつけてください

□ 辻調理師専門学校
□ 辻製菓専門学校

学校法人辻料理学館
0 0 9 4 0 2 14 0 5 2 5

学校法人辻料理学館

学校法人辻料理学館

振替払込受付証明書（お客さま用）
（ご依頼人   郵便局・ゆうちょ銀行   ご依頼人）

（入学願書裏面貼付用）

承認番号大第46166号

口座
記号
番号

0 0 9 4 0 2 1 4 0 5 2 5

02 0 0 0

02 0 0 0

41 0 5 2 5

0 0 9 4 0 22 0 0 0 0

○検定料（郵便局）
検定料（20,000円）を現金にて納入する際にご使用ください。

【注意】 電信振替では使用できません。

郵便局窓口で納入した方は、
この部分を願書の裏面に貼付。

●必ず、通信欄の出願校選択□をお願いします。

加
入
者
名
払
込
金
額
ご
依
頼
人
住
所
氏
名

※

（電話番号　 　  － 　 　 　 － 　 　 　 ）

（承認番号大証第849号）

千 百 十 万 千 百 十 円

●入学願書の
　所定欄に貼
　付のこと。

日 附 印

大阪

出願する学校に□印をつけてください

□ 辻調理師専門学校
□ 辻製菓専門学校

学校法人辻料理学館
0 0 9 4 0 2 14 0 5 2 5

学校法人辻料理学館

学校法人辻料理学館

振替払込受付証明書（お客さま用）
（ご依頼人   郵便局・ゆうちょ銀行   ご依頼人）

（入学願書裏面貼付用）

承認番号大第46166号

口座
記号
番号

0 0 9 4 0 2 1 4 0 5 2 5

02 0 0 0

02 0 0 0

41 0 5 2 5

0 0 9 4 0 22 0 0 0 0

○検定料（郵便局）
検定料（20,000円）を現金にて納入する際にご使用ください。

【注意】 電信振替では使用できません。

郵便局窓口で納入した方は、
この部分を願書の裏面に貼付。

●必ず、通信欄の出願校選択□をお願いします。

ＡＴＭ （現金） 払込手数料（152円）が必要です

○ 検定料

検定料を納入後、以下に該当する納入証明書を
貼り付けてください。

○ 進学アンケート（辻調理師専門学校・辻製菓専門学校のフランス校留学コース出願者は除く）
（辻調理師専門学校の日本料理クリエイティブ経営学科・日本料理本科の出願者は除く）

□ 製菓総合クラス （２年間総合的に全ジャンルを学ぶ）

□ パティシエクラス （第2学年は洋菓子を専門的に学ぶ）

□ ブーランジェクラス （第2学年は製パンを専門的に学ぶ）

□ 和菓子クラス （第2学年は和菓子を専門的に学ぶ）

□ 今はわからない

卒業後にフランス校留学を検討していますか？
　※あくまで現時点の希望調査です。

質問

検 定 料 納 入 証 明 書
貼  付  欄

（ 折り曲 げ 可 ）

入学検定料（20,000円）を

納入した証明になります。

必ず貼り付けてください。

※「振替払込請求書兼受領証」はご本人控えのため、
　貼付不要です。

納入証明書

郵便局
窓口

郵便局
ATM

コンビニエンス
ストア

受付支店日付印のある
「郵便振替払込受付証明書（お客様用）」

「ご利用明細票」（感熱紙）

「領収書」など納入を証明する書類
（コピー可）

○ 進級アンケート （辻製菓専門学校 製菓技術マネジメント学科出願者のみ回答してください）

第2学年はどの専攻クラスを希望していますか？
　※あくまで現時点の希望調査です。
　　なお、専攻クラスは第1学年の成績・出席状況などを
　　総合的に勘案して決定します。
　　（決定予定時期：第1学年の2月頃）

質問 該当するものに □ してください

該当するものに □ してください

□ はい □ いいえ

■ 併願制度 申請　〈必ず、本誌P14をご確認のうえ申請をしてください〉

私は、大学・短期大学・公務員試験との併願受験を希望します。　　　　□　はい
併願受験をする

大学 ・ 短期大学 ・ 公務員試験種類　（空欄不可）
大学
短期大学
試験

年　　　　　月　　　　日

※第一志望のみ、記入すること
※短期大学・大学の場合、学校名のみ記入すること（学部・課程の記入不要）

合格発表日　（空欄不可）

○ 願書記入上の注意

学歴欄：小学校以降の学歴をすべて記入
職歴欄：現在勤めている勤務先名を記入（複数の職歴がある場合は最近のものを記入）

○ 検定料 

検定料を納入後、以下に該当する納入証明書を
貼り付けてください。

○ 進学アンケート （全出願者対象）　※ただし、フランス校留学コース出願者は除く

□ 製菓総合クラス （２年間総合的に全ジャンルを学ぶ）

□ パティシエクラス （第2学年は洋菓子を専門的に学ぶ）

□ ブーランジェクラス （第2学年は製パンを専門的に学ぶ）

□ 和菓子クラス （第2学年は和菓子を専門的に学ぶ）

□ 今はわからない

卒業後にフランス校留学を検討していますか？
　※あくまで現時点の希望調査です。

質問

検 定 料 納 入 証 明 書
貼  付  欄

（ 折 り 曲 げ 可 ）

入学検定料（20,000円）を

納入した証明になります。

必ず貼り付けてください。

※「振替払込請求書兼受領証」はご本人控えのため、
　貼付不要です。

納入証明書

郵便局
窓口

郵便局
ATM

コンビニエンス
ストア

受付支店日付印のある
「郵便振替払込受付証明書（お客様用）」

「ご利用明細票」（感熱紙）

「領収書」など納入を証明する書類
（コピー可）

○ 進級アンケート （辻製菓専門学校 製菓技術マネジメント学科出願者のみ回答してください）

第2学年はどの専攻クラスを希望していますか？
　※あくまで現時点の希望調査です。
　　なお、専攻クラスは第1学年の成績・出席状況などを
　　総合的に勘案して決定します。
　　（決定予定時期：第1学年の2月頃）

質問 該当するものに □ してください

該当するものに □ してください

□ はい □ いいえ

□ 
Flywireを利用した場合は
こちらに □ してください

（日本国外在住者のみ）

◀◀◀ 
「振替払込受付証明書」
「ご利用明細票」（感熱紙） の
貼り付け位置

※指定枠におさまらない場合は、
　折り曲げて貼り付けてください

願書裏面
口座記号番号

加入者名

００９４０－２－１４０５２５

学校法人辻料理学館

ゆうちょ銀行に口座をお持ちの方は、電信振替も可能です。
電信振替では払込取扱票（巻末添付）は使用できません。

１　払込取扱票（巻末添付）の太枠内に必要事項を
　　記入してください。
　　　※必ず、出願者ご本人の情報をご記入ください。

３　納入後に出力される「ご利用明細票」（感熱紙）を
　　願書裏面（下記参照）に貼り付けてください。

タッチパネル　　　　  ▶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▶ 払込書を投入し、案内に従って納入してください。

２　郵便局のATMを操作してください。

ご送金 払込書でのご送金   ▶　次へ

■ 日本国内在住で入学願書で出願する場合
　　※インターネット出願での検定料の納入は、画面上の案内に応じて行ってください。 システム使用料（３００円+消費税）が必要です　

ローソン ／ ファミリーマート ／ ミニストップ ／ セイコーマート

■ Step１～３の手順に従って、手続きをしてください

Step3　 レジで渡される「領収証」など納入を証明する書類を願書裏面に貼付

6　左ページ「願書裏面」の位置に貼り付けてください。

Step2　 コンビニエンスストアで納入

※ マルチメディア端末の操作方法は、送信される「検定料お支払い手続き案内メール」で確認できます。

４　各店内に設置されているマルチメディア端末※を操作し、支払受付番号（オンライン決済番号）を入力。

【注意】 コンビニエンスストア店頭での払い戻しはできません。本校にご連絡ください　☎06-6629-6621

5　発券される申込券で、レジにて納入してください。

Step1　 スマートフォン か パソコンで基本情報を登録

goo.gl/xP66Bs

画面の案内に従って「志願者氏名」「フリガナ」「住所」「電話番号」「利用するコンビニエンスストア」などを登録。

▶ 登録したメールアドレスに、申込内容確認と支払受付番号（オンライン決済番号）が送信される。

　

▶ 支払受付番号（オンライン決済番号）はメモするか、受信したメールを保管して指定したコンビニエンスストアまで
　 お持ちください。

３　申込情報入力 ～ 完了

１　右のQRコードを読み込むか、
　　インターネットで上記のURLに
　　アクセスしてください。

１　インターネットで上記のURLに
　　アクセスしてください。

２　規約画面
規約を確認 ▶ メールアドレスを入力 ▶ 表示されるセキュリティコードを入力 ▶ 同意して申込

▶ 登録したメールアドレスにインターネット納付用URLが送信される ▶ URLをクリック

スマートフォン パソコン

メールタイトル『コンビニ支払案内メール』

利用できるコンビニエンスストア  ※下記以外のコンビニエンスストアでは利用できません

メールタイトル【辻調グループ】検定料お支払い手続き案内メール
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