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大学・短大・専門学校を卒業後に受験され入学する場合は、入学金の全額（15万円）が免除。

国際ビジネス学院グループ各校における卒業生または在校生の兄弟姉妹が入学する場合は入学金の半額（7.5万円）が免除。

社会人を経験し当学院で学び直し（生涯学習）を希望する方。
年間授業料を年齢に応じて免除します。（2年間）
　例　30歳の場合、授業料の30％免除　（年間授業料70万円×30％＝21万円免除）
　　　40歳の場合、授業料の40％免除　（年間授業料70万円×40％＝28万円免除）
　※大学・短大等入学　入学金免除制度とは併用不可
　※当該年度 3月31日現在の年齢を基準とします。

対　象　者
内　　容

学び直し奨学金 制度

チャレンジ特待生奨学金制度

国際ペット専門学校 福井

内　　容
応募資格

応募方法
選考方法
採　　用

対　象　者
内　　容
応募資格

（総収入270万円）未満である学生を対象に、2学年進級時に授業料より10万円を免除。

遠距離より普通列車にて通学する方
小松駅・敦賀駅 → 普通列車（普通）…3,000円╱月
本校規定の条件を満たす方

ひとり暮らし支援制度
福井県三方郡以南、石川県金沢市以北、他県外出身者で一人暮らしにて学生生活を送る方
2 年間で 20 万円を給付
本校規定の条件を満たす方

対　象　者
内　　容
応募資格

初年度後期授業料より最大20万円免除
下記条件のすべてに該当する方
•当校を専願される方　
•2023年3月高等学校卒業見込みの方で第1回～4回の入学試験を合格し、入学手続きが完了している方
入学願書裏面の国際ビジネス学院グループ奨学金申請欄に ✓ を記入してください。
調査書による書類審査および学力審査
最大 24名　　選考日 2023年1月頃予定　　結果発表日 2023年3月頃予定

□

■ 特待生奨学金制度

対　　象
条　　件
採用人数
応　　募
試 験 日
試験内容

イオンペット社員養成コース進級者
学校推薦及び「奨学金制度選考試験」に合格した方
全額免除1名　半額免除2名
コース選択時
1年次12月頃予定
書類選考・適性検査・作文・面接

ペット総合学科　イオンペット社員養成コース　奨学金制度

1年間の学費が最大全額免除になります。　貸与120万円（全額免除の場合）

■ 奨学金返済支援制度

対　　象
条　　件

採用人数
応　　募
試 験 日
試験内容

イオンペット社員養成コース進級者
本校規定の条件（以下いずれかの奨学金等の貸与を受け、卒業後に返済義務のある方）を満たし、

「奨学金制度選考試験」に合格した方
　（1）日本学生支援機構の奨学金　　　（2）日本政策金融公庫の教育ローン
　（3）地方自治体の奨学金　　　　　　（4）各種金融機関の教育ローン
最大10名
コース選択時
1年次12月頃予定
書類選考・適性検査・作文・面接

あなたの奨学金を、イオンが返済します。　給付90万円

※採用の場合、奨学金や教育ローン等、いずれかの申込み及び審査が完了していることがわかる書類をご提出いただきます。
（提出ができない場合は、採用が無効となります。）



1413

大学・短大・専門学校を卒業後に受験され入学する場合は、入学金の全額（15万円）が免除。

国際ビジネス学院グループ各校における卒業生または在校生の兄弟姉妹が入学する場合は入学金の半額（7.5万円）が免除。

社会人を経験し当学院で学び直し（生涯学習）を希望する方。
年間授業料を年齢に応じて免除します。（2年間）
　例　30歳の場合、授業料の30％免除　（年間授業料70万円×30％＝21万円免除）
　　　40歳の場合、授業料の40％免除　（年間授業料70万円×40％＝28万円免除）
　※大学・短大等入学　入学金免除制度とは併用不可
　※当該年度 3月31日現在の年齢を基準とします。

対　象　者
内　　容

学び直し奨学金 制度

チャレンジ特待生奨学金制度

国際ペット専門学校 福井

内　　容
応募資格

応募方法
選考方法
採　　用

対　象　者
内　　容
応募資格

（総収入270万円）未満である学生を対象に、2学年進級時に授業料より10万円を免除。

遠距離より普通列車にて通学する方
小松駅・敦賀駅 → 普通列車（普通）…3,000円╱月
本校規定の条件を満たす方

ひとり暮らし支援制度
福井県三方郡以南、石川県金沢市以北、他県外出身者で一人暮らしにて学生生活を送る方
2 年間で 20 万円を給付
本校規定の条件を満たす方

対　象　者
内　　容
応募資格

初年度後期授業料より最大20万円免除
下記条件のすべてに該当する方
•当校を専願される方　
•2023年3月高等学校卒業見込みの方で第1回～4回の入学試験を合格し、入学手続きが完了している方
入学願書裏面の国際ビジネス学院グループ奨学金申請欄に ✓ を記入してください。
調査書による書類審査および学力審査
最大 24名　　選考日 2023年1月頃予定　　結果発表日 2023年3月頃予定

□

■ 特待生奨学金制度

対　　象
条　　件
採用人数
応　　募
試 験 日
試験内容

イオンペット社員養成コース進級者
学校推薦及び「奨学金制度選考試験」に合格した方
全額免除1名　半額免除2名
コース選択時
1年次12月頃予定
書類選考・適性検査・作文・面接

ペット総合学科　イオンペット社員養成コース　奨学金制度

1年間の学費が最大全額免除になります。　貸与120万円（全額免除の場合）

■ 奨学金返済支援制度

対　　象
条　　件

採用人数
応　　募
試 験 日
試験内容

イオンペット社員養成コース進級者
本校規定の条件（以下いずれかの奨学金等の貸与を受け、卒業後に返済義務のある方）を満たし、

「奨学金制度選考試験」に合格した方
　（1）日本学生支援機構の奨学金　　　（2）日本政策金融公庫の教育ローン
　（3）地方自治体の奨学金　　　　　　（4）各種金融機関の教育ローン
最大10名
コース選択時
1年次12月頃予定
書類選考・適性検査・作文・面接

あなたの奨学金を、イオンが返済します。　給付90万円

※採用の場合、奨学金や教育ローン等、いずれかの申込み及び審査が完了していることがわかる書類をご提出いただきます。
（提出ができない場合は、採用が無効となります。）



15 16 

手続きの流れ
高校在学中に申し込む場合　※申込例 入学後に申し込む場合　※申込例

予約採用について

http://www.jasso.go.jp/

申込資格

申込時期

給付月額
及び

免除額

返済期間

日本学生支援機構では、現在通っている学校で奨学金を事前にお申込みいただくことができます。
申し込み時期につきましては、高校の担当の先生にお早めにお問い合わせをおすすめしております。
入学後に申し込むこともできますが、学力基準・家計基準での審査で、採用できない可能性もございますので、
ご理解、ご了承ください。

経済的な理由により、就学が困難な学生に対し、日本学生支援機構より給付・減免される奨学金です。

日本学生支援機構奨学金制度（給付型）

※奨学金の給付・減免は入学後になりますので、入学時の費用は別途ご準備が必要となります。
※高校在学中のお申し込みをおすすめしております。

詳しくは、日本学生支援機構のホームページをご覧下さい。

返済不要

高校在学中及び本校入学後（4月）
自宅通学の場合 給付型奨学金　　　約46万/年
 授業料免除　上限　約59万/年
 入学金免除　上限　約16万
自宅以外から通学の場合 給付型奨学金　　　約91万/年
 授業料免除　上限　約59万/年
 入学金免除　上限　約16万

①2023年3月に高等学校等（本科）を卒業予定の者
②高等学校等（本科）を卒業後2年以内の者
※上記以外に学力基準と家計収入基準の選考基準があります。

申　込

面　接

採用決定

入学（奨学金交付）

合格・入学

申込（4月）

採用決定（6月）

奨学金交付

手続きの流れ
高校在学中に申し込む場合　※申込例 入学後に申し込む場合　※申込例

予約採用について

http://www.jasso.go.jp/

自 宅 通 学╱53,000円、 40,000円、 
　　　　　   30,000円、 20,000円
自宅外通学╱60,000円、 50,000円、 
　　　　　　40,000円、 30,000円、 
　　　　　　20,000円

高校在学中及び本校入学後（4月）

無利子

貸与金額により決定（最長20年） 貸与金額により決定（最長20年）

第一種奨学金

申込資格

申込時期

貸与月額
及び

給付・免除額

返済期間

利　率

第二種奨学金

高校在学中及び本校入学後（4月）

有利子 年3％を上限

20,000円～120,000円 
（1万円単位）から希望月額を選択

日本学生支援機構では、現在通っている学校で奨学金を事前にお申込みいただくことができます。
申し込み時期につきましては、高校の担当の先生にお早めにお問い合わせをおすすめしております。
入学後に申し込むこともできますが、学力基準・家計基準での審査で、採用できない可能性もございますので、
ご理解、ご了承ください。

経済的な理由により、就学が困難な学生に対し、日本学生支援機構より貸与および給付・減免される奨学金です。

日本学生支援機構奨学金制度（貸与型）

※奨学金の貸与および給付・減免は入学後になりますので、入学時の費用は別途ご準備が必要となります。
※高校在学中のお申し込みをおすすめしております。

詳しくは、日本学生支援機構のホームページをご覧下さい。

①本校在校生（予定者）で、出身学校の学習成績
　評定基準が3.5以上の者
②家計を支えている方の収入額が、日本学生支援
　機構の定める収入基準以下であること

①本校在校生（予定者）で、出身学校の学習成績
　評定基準が平均水準以上の者
②家計を支えている方の収入額が、日本学生支援
　機構の定める収入基準以下であること

申　込

面　接

採用決定

入学（奨学金交付）

合格・入学

申込（4月）

採用決定（6月）

奨学金交付
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■オリエントコーポレーション
ホームページ　http://www.orico.tv/gakuhi
　　0120-517-325

■セディナ
ホームページ  http://www.cedyna.co.jp/moneylife/loan/gakushi_loan/
　　0120-686-909

オリエントコーポレーション
株式会社セディナクレジット会社の教育ローン

詳しくは、ホームページまたは教育ローンコールセンターでご確認ください。
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年1.65%　（令和3年12月20日現在）
※ご家庭の状況に応じた優遇制度あり

本校に入学・在学される方の保護者

学生1名につき350万円以内

ご利用いただける方

ご融資金額

利率（固定）

ご融資期間

元金据置期間

ご返済方法

保証

申込
（郵送可）

15年以内

在学期間内で元金の据置ができます。

毎月元利均等返済（毎月またはボーナス併用）

（公財）教育資金融資保証基金

1.借入申込書　※コールセンターまたは、取り扱い窓口へご請求ください。（インターネットでの申込の場合は不要）
2.運転免許証またはパスポート
3.住民票の写し（原本）または住民票記載事項証明書（本籍地記載は不要）
4.源泉徴収票または確定申告書（控え）
5.住宅ローン（または家賃）と公共料金の支払いを確認できる預金通帳（最近6ヵ月以上が必要）

出願前から申し込み可能です。（インターネットでの申込可能）
用意する書類は5つです。

国際ビジネス学院グループ合格

ホームページ　http://www.jfc.go.jp/　フリーダイヤル　　　0570-00-8656

審　査 審査期間は通常10日～2週間程度です。（1月～3月は受験シーズンのため、3週間～1ヶ月かかる場合があります。）

融資決定 ご融資のお知らせ（兼借用書）が届きます。

契　約 借用証書・印鑑証明書・合格通知　などを郵送します。

融資実行 指定口座に融資金額が振り込まれます。

日本政策金融公庫国の教育ローン

詳しくは、ホームページもしくは教育ローンコールセンターでご確認ください。

■ 返済プランについて

■ 手続きの流れ

融資金額350万円で返済期間15年、且つ低金利と利用しやすい教育ローンです。
また、日本学生支援機構奨学金との併用も可能です。本校を含め多くの方が利用しています。本校にパンフレットが
ございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

ホームページにて返済シミュレーションが可能です。

ご利用いただける方

ご融資金額
ご融資期間

ご融資金利

ご返済方法

保証人

北國銀行ローンセンター　　 0120-117-660 福邦銀行コールセンター　　 0120-687-294

ご融資金利対象取引のお取引数に応じてご融資金利がお得に！

・お借り入れ時の年齢が満20歳以上満65歳以下で、満70歳までに完済できる方（学生の方は除く）
・ご本人に安定かつ継続した収入がある方
・「北国教育ローン」のお申込みまでに、当行の普通預金口座をお持ちの方
・教育を受ける方の保護者、または各種学校をご利用される方　※お申込みは、ご本人さまに限らせていただきます。

10万円以上 1,000万円以内（1万円単位）

元利均等毎月返済（ボーナス返済併用が可能です）
・ 毎月の返済額（元金返済額+利息支払額）を均等にする方法です。
・ 元金をご返済されるにしたがってお借入残高が減り、お支払いいただくお利息額も減っていきますが、
  その分元金のご返済額を増やすことによって毎月のご返済が均等になるようにします。
・ ボーナス返済部分はご融資金額の50％以内でご利用可能です。

原則として担保保証人は不要です。ただし、同居家族で年収を合算する等の場合は、連帯保証人が必要となります。

15年以内（1ヶ月単位）

※ご融資金利は固定金利でお借入期間中の金利は変わりません。
※上記ご融資金利は2021年3月1日現在のものであり、
　金融情勢等により都度見直させていただきます。
※最新のご融資金利については、店頭でお問い合わせいただくか、
　またはインターネット上のホームページをご覧ください。

2021.12.1現在

2021.12.1現在

対象取引数 固定金利
10年以内 10年超15年以内

3項目以上
2項目
1項目
対象取引なし
北國クラウドバンキング専用

年2.5％
年3.0％
年4.0％
年5.0％
年2.5％

年3.0％
年3.5％
年4.5％
年5.5％
取扱なし

手数料

保証会社
ご返済方法

ご融資利率（保証料込）
元金据置期間

ご融資金額

ご利用いただける方

商品名
・お申込時年齢が満20歳以上で、完済時年齢が満81歳未満の方
・お住まい又はお勤め先が当行本支店所在地近隣の方
・安定した収入が継続して見込まれる方　※パート・アルバイトの方もご利用いただけます。
・当行所定の保証会社の保証が受けられる方
・以下の学校等に入学予定もしくは在学の本人・就学者の配偶者または保護者
 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専修学校・専修学校・短期大学・大学・大学院（法科大学院含む）・専門学校・塾・予備校 等

※店頭に説明書をご用意しております。又、店頭で返済額の試算をさせていただきます。
※上記のほか、ふくほう教育ローン（カードローン型）もございます。
　詳しくは福邦銀行ホームページをご覧ください。

ふくほう教育ローン（一括借入型）

年1.925％　（変動金利）
最長6年10ヶ月　※但し、入学7か月前から在学期間中、および卒業後3ヶ月以内の範囲内

ご融資期間 6ヶ月以上20年以内（6ヶ月単位）　※元金据置期間含む

毎月元利均等返済　※ご融資金額の50％を限度として年2回の加算返済（ボーナス併用返済）もご利用いただけます。

株式会社ジャックス・株式会社セディナ・SMBCファイナンシャルサービス株式会社・オリエントコーポレーション
・事務取扱手数料（お借入時）　2,000円（税別）　※WEB完結の場合は不要
・繰上返済手数料（一部繰上返済・全額繰上返済共）　5,000円（税別）

詳しくはこちら

北國銀行・福邦銀行銀行の教育ローン

詳しくは、各金融機関へご確認ください。

■ 福邦銀行の場合

■ 北國銀行の場合

１０万円以上1,000万円以内（1万円単位）※大学等の医学部・歯学部・薬学部・獣医学部を対象とする場合は、3,000万円以内。



■オリエントコーポレーション
ホームページ　http://www.orico.tv/gakuhi
　　0120-517-325

■セディナ
ホームページ  http://www.cedyna.co.jp/moneylife/loan/gakushi_loan/
　　0120-686-909

オリエントコーポレーション
株式会社セディナクレジット会社の教育ローン

詳しくは、ホームページまたは教育ローンコールセンターでご確認ください。

17 18

年1.65%　（令和3年12月20日現在）
※ご家庭の状況に応じた優遇制度あり

本校に入学・在学される方の保護者

学生1名につき350万円以内

ご利用いただける方

ご融資金額

利率（固定）

ご融資期間

元金据置期間

ご返済方法

保証

申込
（郵送可）

15年以内

在学期間内で元金の据置ができます。

毎月元利均等返済（毎月またはボーナス併用）

（公財）教育資金融資保証基金

1.借入申込書　※コールセンターまたは、取り扱い窓口へご請求ください。（インターネットでの申込の場合は不要）
2.運転免許証またはパスポート
3.住民票の写し（原本）または住民票記載事項証明書（本籍地記載は不要）
4.源泉徴収票または確定申告書（控え）
5.住宅ローン（または家賃）と公共料金の支払いを確認できる預金通帳（最近6ヵ月以上が必要）

出願前から申し込み可能です。（インターネットでの申込可能）
用意する書類は5つです。

国際ビジネス学院グループ合格

ホームページ　http://www.jfc.go.jp/　フリーダイヤル　　　0570-00-8656

審　査 審査期間は通常10日～2週間程度です。（1月～3月は受験シーズンのため、3週間～1ヶ月かかる場合があります。）

融資決定 ご融資のお知らせ（兼借用書）が届きます。

契　約 借用証書・印鑑証明書・合格通知　などを郵送します。

融資実行 指定口座に融資金額が振り込まれます。

日本政策金融公庫国の教育ローン

詳しくは、ホームページもしくは教育ローンコールセンターでご確認ください。

■ 返済プランについて

■ 手続きの流れ

融資金額350万円で返済期間15年、且つ低金利と利用しやすい教育ローンです。
また、日本学生支援機構奨学金との併用も可能です。本校を含め多くの方が利用しています。本校にパンフレットが
ございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

ホームページにて返済シミュレーションが可能です。

ご利用いただける方

ご融資金額
ご融資期間

ご融資金利

ご返済方法

保証人

北國銀行ローンセンター　　 0120-117-660 福邦銀行コールセンター　　 0120-687-294

ご融資金利対象取引のお取引数に応じてご融資金利がお得に！

・お借り入れ時の年齢が満20歳以上満65歳以下で、満70歳までに完済できる方（学生の方は除く）
・ご本人に安定かつ継続した収入がある方
・「北国教育ローン」のお申込みまでに、当行の普通預金口座をお持ちの方
・教育を受ける方の保護者、または各種学校をご利用される方　※お申込みは、ご本人さまに限らせていただきます。

10万円以上 1,000万円以内（1万円単位）

元利均等毎月返済（ボーナス返済併用が可能です）
・ 毎月の返済額（元金返済額+利息支払額）を均等にする方法です。
・ 元金をご返済されるにしたがってお借入残高が減り、お支払いいただくお利息額も減っていきますが、
  その分元金のご返済額を増やすことによって毎月のご返済が均等になるようにします。
・ ボーナス返済部分はご融資金額の50％以内でご利用可能です。

原則として担保保証人は不要です。ただし、同居家族で年収を合算する等の場合は、連帯保証人が必要となります。

15年以内（1ヶ月単位）

※ご融資金利は固定金利でお借入期間中の金利は変わりません。
※上記ご融資金利は2021年3月1日現在のものであり、
　金融情勢等により都度見直させていただきます。
※最新のご融資金利については、店頭でお問い合わせいただくか、
　またはインターネット上のホームページをご覧ください。

2021.12.1現在

2021.12.1現在

対象取引数 固定金利
10年以内 10年超15年以内

3項目以上
2項目
1項目
対象取引なし
北國クラウドバンキング専用

年2.5％
年3.0％
年4.0％
年5.0％
年2.5％

年3.0％
年3.5％
年4.5％
年5.5％
取扱なし

手数料

保証会社
ご返済方法

ご融資利率（保証料込）
元金据置期間

ご融資金額

ご利用いただける方

商品名
・お申込時年齢が満20歳以上で、完済時年齢が満81歳未満の方
・お住まい又はお勤め先が当行本支店所在地近隣の方
・安定した収入が継続して見込まれる方　※パート・アルバイトの方もご利用いただけます。
・当行所定の保証会社の保証が受けられる方
・以下の学校等に入学予定もしくは在学の本人・就学者の配偶者または保護者
 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専修学校・専修学校・短期大学・大学・大学院（法科大学院含む）・専門学校・塾・予備校 等

※店頭に説明書をご用意しております。又、店頭で返済額の試算をさせていただきます。
※上記のほか、ふくほう教育ローン（カードローン型）もございます。
　詳しくは福邦銀行ホームページをご覧ください。

ふくほう教育ローン（一括借入型）

年1.925％　（変動金利）
最長6年10ヶ月　※但し、入学7か月前から在学期間中、および卒業後3ヶ月以内の範囲内

ご融資期間 6ヶ月以上20年以内（6ヶ月単位）　※元金据置期間含む

毎月元利均等返済　※ご融資金額の50％を限度として年2回の加算返済（ボーナス併用返済）もご利用いただけます。

株式会社ジャックス・株式会社セディナ・SMBCファイナンシャルサービス株式会社・オリエントコーポレーション
・事務取扱手数料（お借入時）　2,000円（税別）　※WEB完結の場合は不要
・繰上返済手数料（一部繰上返済・全額繰上返済共）　5,000円（税別）

詳しくはこちら

北國銀行・福邦銀行銀行の教育ローン

詳しくは、各金融機関へご確認ください。

■ 福邦銀行の場合

■ 北國銀行の場合

１０万円以上1,000万円以内（1万円単位）※大学等の医学部・歯学部・薬学部・獣医学部を対象とする場合は、3,000万円以内。







兄弟姉妹入学金
免除制度

※漢字氏名は、戸籍等に基づいて正確に記入してください。
※黒のボールペン又はペンで記入してください。消せるボールペンは使用しないでください。

□ 西暦　　　　年 卒業

国際ペット専門学校 福井

□ 国際ペット専門学校 福井

□ 国際ペット専門学校 金沢

□ 専門学校 金沢美専

□ 金沢医療事務専門学校

□ スーパースイーツ製菓専門学校

□ 国際調理専門学校

□ 国際サイクル専門学校

□ 国際ホテル＆ブライダル専門学校
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国際ペット専門学校 福井

ペット総合学科

西暦

□ 学び直し奨学金制度を希望する学び直し奨学金制度

□ チャレンジ特待生奨学金制度を希望する

□ 大学・短大等入学 入学金免除制度を希望する

□ 兄弟姉妹 入学金免除制度を希望する

□ ひとり暮らし支援制度を希望する

□ 遠距離通学者支援奨学金制度を希望する

チャレンジ特待生奨学金制度

大学・短大等入学 入学金免除 制度

兄弟姉妹 入学金免除制度

ひとり暮らし支援制度

遠距離通学者支援奨学金 制度



兄弟姉妹入学金
免除制度

※漢字氏名は、戸籍等に基づいて正確に記入してください。
※黒のボールペン又はペンで記入してください。消せるボールペンは使用しないでください。

□ 西暦　　　　年 卒業

国際ペット専門学校 福井

□ 国際ペット専門学校 福井

□ 国際ペット専門学校 金沢

□ 専門学校 金沢美専

□ 金沢医療事務専門学校

□ スーパースイーツ製菓専門学校

□ 国際調理専門学校

□ 国際サイクル専門学校

□ 国際ホテル＆ブライダル専門学校

21 22

国際ペット専門学校 福井

ペット総合学科

西暦

□ 学び直し奨学金制度を希望する学び直し奨学金制度

□ チャレンジ特待生奨学金制度を希望する

□ 大学・短大等入学 入学金免除制度を希望する

□ 兄弟姉妹 入学金免除制度を希望する

□ ひとり暮らし支援制度を希望する

□ 遠距離通学者支援奨学金制度を希望する

チャレンジ特待生奨学金制度

大学・短大等入学 入学金免除 制度

兄弟姉妹 入学金免除制度

ひとり暮らし支援制度

遠距離通学者支援奨学金 制度




















