
［　　　推薦入学・一般入学　　　］ 平成28年10月11日（土）～平成28年10月31日（月）必着
［　　　　　AO入学　　　　  　］ 平成28年  9月15日（木）～平成28年10月31日（月）必着

特別奨学金制度は、本校に入学したいという意志がはっきりしていながら、経済的理由で進学が困難と認められる方で、進学
目的がしっかりしており、本校学生として相応しいと認められる方を支援する本校独自の制度です。この奨学金は返済していた
だく必要はありません。希望者は下記をよく読んでいただき、この制度をご利用ください。

応募資格 下記の2つの条件に該当する者。
①本校にのみ入学を希望している者。　②経済的事情により修学に支障がある者。

特　　典

30万円 15名程度
書類選考により免除額を決定します

20万円 30名程度

●

●

●

●

2頁の出願書類に加え、下記の①～③の書類を必ず同封してください。
① 特別奨学金申込書（巻末とじ込み）
② 父母二人についての所得金額を証明する書類（主たる家計支持者が父母以外の場合には、その方の証明書類を提出してください。）
　・ 給与所得者の方は前年度の源泉徴収票の写し
　・ 農業、漁業、自営業の方は確定申告書の写し
　・ 年金受給者の方・失業されている方については、所得金額のわかる書類を添付してください。
③ 住民票（世帯全員のもの）※コピー不可

申込書類

受付期間

区分 免除額 選考方法
特別奨学生Ａ
特別奨学生Ｂ

受付期間

※申込みは出願時のみ有効です。出願後の申込みは受付できません。

試験特待生制度は、経済的負担を少しでも軽くしたいと考える方のため、本校独自の学力試験を受けていただき、その結果に応じ
て初年度学費より所定の金額を免除する制度です。希望者は、入学願書の所定欄に○印を記入してください。

本校にのみ入学を希望している者。申込基準
特　　典

選考方法 本校規定に基づき、提出された書類により審査します。
選考結果の通知 書類選考後、１１月下旬までに本人宛に通知します。

※なお、特別奨学生の選考結果にかかわらず、入学基準に達している者には、入学選考合格通知書を事前に発行します。

入学手続き 「選考結果」通知後、２週間以内に入学手続金を納入していただきます。
注意事項 この制度は、国際ビジネス科、大学・短大併願希望者には適用されません。

この制度は、試験特待生制度・資格特待生制度と重複して申込みできますが、適用はいずれか一制度のみとなります。

●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

選考方法 受付締切区分毎に学力試験により選考します。学力試験：国語総合（古文・漢文を除く）。
選考試験地 本校（仙台市）、青森市、秋田市、盛岡市、山形市、郡山市で実施します。

※試験特待生申込書の、最寄りの試験地を必ず○で囲んでください。※本校の判断で選考試験地を変更していただく場合もあります。

選考結果の通知 試験日から3週間以内に本人宛に通知します。
※なお、試験特待生の選考結果にかかわらず、入学基準に達している者には、入学選考合格通知書を事前に発行します。

入学手続き 詳細については、該当者にあらためて通知します。
注意事項 この制度は、国際ビジネス科、大学・短大併願希望者には適用されません。

この制度は、資格特待生制度と重複して申込みできますが、適用はいずれか一制度のみとなります。
この制度は、特別奨学金制度と重複して申込みできますが、試験特待生第1期のみ申込み可能となり、また、適用は
いずれか一制度のみとなります。

［　　　推薦入学・一般入学　　　］ 平成28年10月11日（土）～平成28年10月31日（月）必着
［　　　　　AO入学　　　　  　］ 平成28年  9月15日（木）～平成28年10月31日（月）必着

［　　　推薦入学・一般入学　　　］ 平成28年11月11日（火）～平成28年11月26日（土）必着　 平成28年12月3日（土）

区分 受付期間 試験日
受付期間

第1期

第2期

●

平成28年11月5日（土）

区分 免除額 定員 選考方法
試験特待生Ａ
試験特待生Ｂ
試験特待生Ｃ

30万円 10名
20万円 15名
10万円 40名

申込方法 2頁の出願書類に加え、入学願書「試験特待生」欄に記入してお申込みください。
希望する方は「受験期」及び「最寄りの試験地」を必ず○で囲んでください。

本校が指定する基準資格のいずれかを有する者。申込基準
特　　典

資格特待生制度は、下記の本校基準資格を取得されている方に、初年度学費より所定の金額を免除する制度です。対象となる
方は全員が免除を受けられます。希望者は、入学願書の所定欄に取得資格コードを記入してください。

30万円

●基本情報技術者試験（経済産業省）
●日商簿記検定１級（日本商工会議所）
●実用英語技能検定２級（日本英語検定協会）
●工事担任者 AI第一種/DD第一種/AI・DD総合種（総務省）
●日本漢字能力検定１級（日本漢字能力検定協会）

A－1
A－2
A－3
A－4
A－5

20万円

●日商簿記検定２級（日本商工会議所）
●実用英語技能検定準２級（日本英語検定協会）
●秘書検定１級（実務技能検定協会）
●日本漢字能力検定準１級（日本漢字能力検定協会）
●第一種電気工事士（経済産業省）
●工事担任者 AI第二種/DD第二種（総務省）

B－1
B－2
B－3
B－4
B－5
B－6

10万円

●情報技術検定１級（全国工業高等学校長協会）
●情報処理検定プログラミング部門１級（全国商業高等学校協会）
●情報処理検定ビジネス情報部門１級（全国商業高等学校協会）
●ビジネス文書実務検定ビジネス文書部門１級（全国商業高等学校協会）
●全商簿記実務検定１級（全国商業高等学校協会）
●ＩＴパスポート試験（経済産業省）
●第二種電気工事士（経済産業省）
●秘書検定準１級・２級（実務技能検定協会）
●日本漢字能力検定２級（日本漢字能力検定協会）

C－1
C－2
C－3
C－4
C－5
C－6
C－7
C－8
C－9

区　分 免除額 資格特待生　基準資格 取得資格コード

※複数の資格を有する者は、上位資格を適用します。

申込書類

受付期間

選考結果の通知
入学手続き
注意事項

2頁の出願書類に加え、下記の書類を同封してください。※入学願書該当欄に資格コードを記入してください。
上記合格証書の写し（コピー）※入学後、原本の確認を行う場合もあります。

入学選考結果と同時に本人宛に通知します。
詳細については、該当者にあらためて通知します。

●

●

●
●
●

入学希望者のご両親、兄弟姉妹が東北電子専門学校（旧校名 東北電子計算機専門学校）、東日本航空専門学校、または
東北保健医療専門学校の卒業生か在校生の場合には、初年度学費より5万円を免除します。
該当者は、入学願書の「親族入学優遇制度利用者欄」に必要事項を記入してください。
注意事項●

●
●

［　　　推薦入学・一般入学　　　］ 平成28年10月11日（土）～平成29年３月31日（金）（当日消印有効）
［　　　　　  AO入学  　　　　　］ 平成28年19月15日（木）～平成29年３月31日（金）（当日消印有効）

※出願後に資格取得された方でもお申込みいただけますが、平成29年３月31日（金）（当日消印有効）が提出期限となります。

受付期間

資格特待生C

定員

選考の結果により免除額を決定します

資格特待生A

資格特待生B

合格

この制度は、特別奨学金制度・試験特待生制度と重複して申込みできますが、
適用はいずれか一制度のみとなります。なお、国際ビジネス科は
重複して申込みできません。
この制度は、大学・短大併願希望者にも適用されます。

この制度は、特別奨学金制度・試験特待生制度・資格特待生制度と重複して申込みができます。
また、大学・短大併願希望者にも適用されます。

東北電子専門学校  事務局
TEL.022-224-6501（代）お問い合わせ先

※入学願書該当欄を○で囲んでください。
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特別奨学金制度特別奨学金制度

試験特待生制度試験特待生制度

資格特待生制度資格特待生制度

親族入学優遇制度親族入学優遇制度



※入学時特別増額貸与奨学金制度（有利子）
１年次において、入学月を始期として、奨学金の貸与を受ける方で下記の条件のいずれかを満たす方は、希望により入学月の基本月額に増額して貸与を受けることが
できます。（注：初回振込は入学後になりますので、入学前には貸与されません）

①  奨学金申請時の家計基準が条件以内の方（４人世帯の給与所得者の場合で、およその年収が４００万円以下）。
②  ①以外の方で「日本政策金融公庫」の国の教育ローンを利用出来なかったこと（申告）について次の書類を添付した方。
       ・日本政策金融公庫の『国の教育ローン借入申込書（お客様控え）』のコピー
　    ・融資出来ない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー

【入学時特別増額貸与奨学金の種類】
　①100,000円　②200,000円　③300,000円　④400,000円　⑤500,000円　（５種類の中から選択できます）
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本校では日本学生支援機構の奨学金を利用することができます。希望者には入学後に説明会（4月頃）を行います。また、高校
在学中に申込みができる予約採用制度があります。詳しくは高等学校の日本学生支援機構担当者または先生にお尋ねください。

●

●
●
●

●

●
●
●

東北電子専門学校  事務局
TEL.022-224-6501（代）お問い合わせ先

第一種奨学金 第二種奨学金 

返済例

24ヶ月貸与 24ヶ月貸与（年利率3.0％で計算）

貸与月額 30,000円 53,000円 60,000円

返還総額 720,000円 1,272,000円 1,440,000円

返還月賦額 6,666円 8,833円 9,230円

返還回数 108回（9年） 144回（12年）156回（13年）

貸与総額 720,000円 1,200,000円 1,920,000円 2,400,000円 2,880,000円

返還総額 833,004円 1,448,002円 2,349,227円 3,018,568円 3,672,102円

返還月賦額 7,713円 10,055円 15,059円 16,769円 19,125円

返還回数 108回（9年） 144回（12年） 156回（13年） 180回（15年） 192回（16年）

区分 自宅・自宅外 自宅通学者 自宅外通学者 貸与月額 3万円 5万円 8万円 10万円 12万円

修業年限2年以上の学科に在籍する者で、人物･学業ともに優れ、経済的理由により修学が困難な者で、
次の基準を満たす必要があります。
●学力 　　　1.出身学校または在籍する学校における成績が、平均水準以上と認められる者。　　

2.特定の分野で特に優れた資質能力を有すると認められる者。
3.学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められる者。
4.高等学校卒業程度認定試験合格者で上記のいずれかに準ずると認められる者。

●家計　　　 家計を支えている人の収入により選考します。
3万、5万、8万、10万、12万の5種類から選択できます。
在学中は無利子です。卒業後は年利3.0％（有利子）を上限として定められます。
卒業後返還。月賦または月賦・半年賦併用から選択。返還月賦額は貸与総額により決定されます。（下表参照）

修業年限2年以上の学科に在籍する者で、人物･学業ともに特に優れ、経済的理由により著しく修学が困難な者で、
次の基準を満たす必要があります。
●学力
1年次　　 　高等学校または専修学校高等課程の2・3年生の成績が3.2以上の者。
 高等学校卒業程度認定試験合格者で上記に準ずる者。
2年次以上 　成績が上位1／3以内の者。　
●家計　　　家計を支えている人の収入により選考します。
自宅通学者…30,000円、53,000円　自宅外通学者…30,000円、60,000円 
無利子です。
卒業後返還。月賦または月賦・半年賦併用から選択。返還月賦額は、貸与総額（返還総額）によってその額が定められて
います。（下表参照）

※家計支持者が失職、破産、倒産、病気、死亡または火災、風水害等により家計急変が生じ、緊急に奨学金が必要になった場合に申込みができる「緊急採用」「応急採用」の
制度があります。随時ご相談ください。（但し、事由が発生したときから1年以内）

対象

貸与月額
利息
返還

対象

貸与月額
利息
返還

第一種奨学金

第二種奨学金
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本校に入学、在学する学生は「国の教育ローン」を利用することができます。この制度は、教育のために必要な資金を融資する

採用初年度に限り、入学金などの学費のための資金を、
右記の限度内で貸付けします。

公的なもので、入学時や在学中にかかる学費等の費用に幅広く利用いただけます。このローンは年間を通して受付けています。

※上記の制度以外にも、各地方自治体の奨学金制度・交通遺児育英会の奨学金制度などもありますので、各窓口へ直接お問い合わせください。

※社宅使用料：月10,000円、光熱水費会社負担。
※労働災害保険、交通傷害保険は会社で加入します。
※原則的にはバイク（原動機付自転車50cc）で配達。バイクは会社から貸与します。
　通学に使用してもかまいません（燃料費会社負担）。この際の賠償保険も会社で加入します。
※休日は4週あたり4日と新聞休刊日、配属6ヶ月を経過し全労働日の8割以上出勤者に有給休暇を付与。

※返済方法は、毎月の給与からの割賦均等払いとし、無利子です。返済期間はご相談に応じます。
※申し込みは、所定の借用書に保護者を含む連帯保証人2名の署名捺印（印鑑証明書を添付すること）をして申し込んでください。

日本政策金融公庫  仙台支店
〒980-8452  仙台市青葉区中央一丁目6番35号 東京建物仙台ビル9F　TEL.022（222）5173
または、最寄りの日本政策金融公庫窓口およびお近くの金融機関窓口にご相談ください。

※融資にあたっては、日本政策金融公庫の審査を受けていただくことになります。
※日本学生支援機構の奨学金と併用も可能です。

大学、短大、2年以上の各種専門学校に進学する学生で、卒業まで2年以上の期間がある方

河北新報の朝刊・夕刊の配達と
それに付随する業務

朝刊：午前4時～2時間
夕刊：午後3時～2時間

月額100,000円
年2回の奨学金（6・12月）各45,000円支給

健康で協調性のある方（18歳以上、男女を問わず）

河北新報朝刊、または夕刊の配達（営業・集金などの業務は一切ありません。）
河北新報の配達とそれに付随する業務で下記の4通りのコースが選べます

原付バイクの免許必要

お問い合わせ先

（株）河北仙販  総務部労務課
〒980-8529  仙台市青葉区一番町一丁目16番5号  TEL.022-227-7566お問い合わせ先

応募資格

こんな仕事をします

奨学貸付金制度

奨学生 A

河北新報の朝刊の配達と
それに付随する業務 朝刊：午前4時～2時間 月額  50,000円

年2回の奨学金（6・12月）各23,000円支給
奨学生 B
（モーニング）

河北新報の夕刊の配達と
それに付随する業務 夕刊：午後3時～2時間 月額  50,000円

年2回の奨学金（6・12月）各23,000円支給
奨学生 C
（イブニング）

河北新報の朝刊・夕刊の配達と
それに付随する業務

朝刊：午前5時～1時間
夕刊：午後3時～1時間

月額  50,000円
年2回の奨学金（6・12月）各23,000円支給奨学生 D

100万円 50万円 50万円

業務内容 勤務時間

大学（4年制） 専門学校（2年制）短期大学

給　与

本校に入学･在学する学生の保護者
学校納入金（入学金、授業料、教科書代など）、住居費用（敷金・家賃など）、通学費用、パソコン購入費、
学生の国民年金保険料など。
学生1人につき350万円以内
※兄弟で入学、在学の場合はそれぞれ手続きが必要となります。
在学期間を含め15年以内
※交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭または世帯年収200万円（世帯所得122万円）以内の方は18年以内。
※在学期間内で元金の据置ができます。
年2.05％（固定金利・保証料別）  ※母子家庭、父子家庭または世帯年収（所得）200万円（122万円）以内の方は年1.65％
（平成28年2月10日現在）
（公財）教育資金融資保証基金の保証または連帯保証人1名以上（4親等以内の親族で源泉徴収票または確定申告書（控）が必要）
・毎月元利均等返済　・ボーナス月増額返済

ご利用対象者
お 使 い 道

ご融資 金額

ご返 済期間

金 利

保 証
ご返 済方法

●
●

●

●

●

●
●

日本学生支援機構奨学金制度のご案内日本学生支援機構奨学金制度のご案内 国の教育ローンのご案内国の教育ローンのご案内

河北仙販 新聞奨学生制度のご案内河北仙販 新聞奨学生制度のご案内
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本校では、学費・寮費納入にかかる経済負担の軽減をはかる為、各種「教育ローン」を設けています。

悠裕プラン
提携：ジャックス

本校に入学または在学する学生の
保護者の方で、
安定した収入のある方

学費及び寮費
（ただし、寮の保証金は除く）

■ 新入生
合格通知書の写し+納付書（学費または寮費）の写し
■ 在学生
学生証の写し+納付書（学費または寮費）の写し

■ 通常返済
（在学中から元金と分割手数料のお支払い）
■ 元金据置返済
（在学中は手数料のみのお支払い）

※共にボーナス併用払い可

■ Web申込み
）能可付受 日563間時42（   

   http：//www.jaccs.co.jp/yuyu/
   
■ 電話申込み（郵送対応）
 　下記お問い合わせ先へご連絡下さい

原則不要

ジャックスから本校指定口座へ
直接振込になります。

最長15年間（元金据置期間を含む）

民間金融機関（ゆうちょ銀行含む）
からの口座自動振替

毎月27日
（金融機関の休業日の場合は翌営業日）

10万円以上500万円以下
（ただし、本校の学費・寮費の範囲内）

実質年率3.8％（固定）
平成28年4月1日現在

株式会社ジャックス
コンシュマーデスク
0120-338-817
10：00～19：00　（平日・土日祝日共）

学費サポートプラン
提携：オリコ

本校に入学または在学する学生の
保護者の方で、
安定した収入のある方

■ 新入生
合格通知書の写し+納付書（学費）の写し
■ 在学生
学生証の写し+納付書（学費）の写し

■ 通常返済
（在学中から元金と分割手数料のお支払い）
■ ステップアップ返済
（在学中は手数料のみのお支払い）
■ 親子リレー返済
（卒業後にお支払いを学生〈ご子息〉に引継ぐプラン）
※共にボーナス併用払い可

■ Web申込み
）日1則原は査審（    

　 http：//orico.tv/gakusapo
 
■ 電話申込み（郵送対応）
 　下記お問い合わせ先へご連絡下さい

原則不要

オリコから本校指定口座へ
直接振込になります。

最長12年間（元金据置期間を含む）

民間金融機関（ゆうちょ銀行含む）
からの口座自動振替

毎月27日
（金融機関の休業日の場合は翌営業日）

10万円以上500万円以下
（本校に納入する金額が上限となります）

実質年率3.8％（固定）
平成28年4月1日現在

オリコ（株式会社オリエントコーポレーション）
学費サポートデスク
0120-517-325
平日9：30～17：30　（土日祝日除く）

学費

利用金額の上限

対 象 者

用 途

必 要 書 類

学納金の入金

返 済 方 法

返 済 期 間

支 払 手 段

支 払 日

申 込 方 法

問い合わせ先

返 済 利 率

連 帯 保 証 人

セディナ学費ローン
提携：セディナ

■ 新入生
合格通知書の写し+納付書（学費または寮費）の写し
■ 在学生
学生証の写し+納付書（学費または寮費）の写し

本校に入学または在学する学生の
保護者の方で、
安定した収入のある方

■ 通常返済
（在学中から元金と分割手数料のお支払い）
■ 元金据置返済
（在学中は手数料のみのお支払い）

※共にボーナス併用払い可

■ Web申込み
）能可付受 日563間時42（   

   http：//cedyna.co.jp/moneylife/loan/gakushi_loan/

■ 電話申込み（郵送対応）
 　下記お問い合わせ先へご連絡下さい

原則不要

セディナから本校指定口座へ
直接振込になります。

6回～120回（最長10年間）
（元金据置期間を含む）

民間金融機関（ゆうちょ銀行含む）
からの口座自動振替

毎月26日
（金融機関の休業日の場合は翌営業日）

5万円以上500万円以下
（ただし、本校の学費・寮費の範囲内）

実質年率3.8％（固定）
平成28年4月1日現在

株式会社 セディナ
0120-686-909
平日9：30～17：00　（土日祝日除く）

学費及び寮費

教育ローンのご案内教育ローンのご案内


