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募集学科・募集定員
学　科 コ　ー　ス 年　限 対　象 定　員

トータルビューティー 科
（1年次後期よりコース選択）

メイクアップコース
エステティックコース
ネイルアートコース
インナービューティーコース
モデルコース※

2年 女子のみ 80人

ブライダルプロデュース科
（1年次後期よりコース選択）

ウェディングプランナーコース
ブライダルヘアメイク＆ドレスコース 2年 女子のみ 40人

※両学科ともに姉妹校  東京ビューティーアート専門学校の美容師免許取得コースとの併修可能（詳細はP35）
※モデルコースは、1年次後期より姉妹校  東京ビューティーアート専門学校に転校します。
※定員になり次第、募集は締切らせていただきます。（告知はホームページにて行います。）
※コース選択者が最少開講人数未満の場合、開講しない場合もあります。

学費・寮費サポートについて
学費・寮費サポートに関する様々な制度をご用意しております。ぜひ有効にご活用ください。

［特待生入学制度］ ➡ P2

［各種奨学金・教育ローン］ ➡ P13〜P19
［三幸学園初期費用軽減＆学費分割制度］ ➡ P14

［ひとり暮らし奨学生制度］ ➡ P17

〈上記の年間学費と別にかかる費用〉
教材実習費 及びその他の費用（教科書代・材料費・実習費・検定受験料等）

学　科 1年次 2年次 ※「その他の費用」には、三幸共済会費や卒業学年のみ徴収の同窓
会費等が含まれます。

※ 実費負担額は学科・コース・年次・選択科目により異なります。
※ コース選択がある学科は1年次に左記の金額を前期分、後期分の2回に

わけて徴収いたします。
※左記以外に寄付金などの徴収は一切ありません。

トータルビューティー科
35万～42万円程度 30万～40万円前後

ブライダルプロデュース科

〈学費納入に関わる補足事項〉
1． 学費は1年間分を全額納入することが原則ですが、分割納入も可能です。分割納入の場合、後期分は７月末日までに納入ください。また２年次の学費（上記学費欄の授業料・

施設設備費）の納入スケジュールも同様です。
2． ご都合により、2020年3月31日（火）までに入学を辞退される場合は、入学手続き時に納入いただいた学費のうち、授業料および施設設備費をご返金いたします。なお、

出願時の選考料および入学金は返金できません。
3． 学費振込に関するご相談は、本校までご連絡ください。

入学金・年間学費・諸経費
〈全額納入の場合〉 〔単位：円〕

学　科 入学金 年間学費 
合　計授業料 施設設備費

トータルビューティー 科
ブライダルプロデュース科

100,000
（1年次のみ） 700,000 220,000 1,020,000

（2年次：920,000）

〈分割納入の場合〉　 〔単位：円〕

学　科
前期分 後期分

入学金 学費 合　計 7月納入金授業料 施設設備費

トータルビューティー 科
ブライダルプロデュース科

100,000
（1年次のみ） 350,000 110,000 560,000

（2年次：460,000） 460,000

美容師免許取得コース併修における学費
スクーリング費用 通信費・教材費 国家試験対策講座受講料 設備費 合　計

1年次 9万円 11万円 − − 20万円
2年次 9万円 11万円 − − 20万円
3年次（研究科） 9万円 30万円 37万円 10万円 86万円

美容師免許取得コース 学費合計額 126万円
※トータルビューティー科・ブライダルプロデュース科は2年課程ですが、3年次は美容研究科として姉妹校の東京ビューティーアート専門学校に通います。
※詳細につきましては、P35をご確認ください。

トータルビューティー科・ブライダルプロデュース科に在籍しながら姉妹校 東京
ビューティーアート専門学校の美容師免許取得コースを併修し、トータル3年で美
容師国家資格の取得が目指せます。メイク・エステ・ネイル・ブライダルに関する知
識や技術をしっかり身に付け、さらに美容師国家資格も取得することで就職の幅
が一段と広がります。詳細はP35および学校案内パンフレットをご確認ください。

 「美容師免許取得コース」にかかる追加費用について
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●特待生制度の種類と特典 特待生には5つの種類があり、学費の免除額が異なります。

学　科　　　　種　類 SS特待生
年間50万円免除

S特待生
年間30万円免除

A特待生
年間20万円免除

B特待生
年間10万円免除

C特待生
年間5万円免除

※返還義務はありません。
（退学者は除く）

※進級する際に、免除額の
再審査があります。左記
の金額は卒業時まで同
じ種類だった場合の例
です。

全 学 科 100万円免除
（50万円×2年間）

60万円免除
（30万円×2年間）

40万円免除
（20万円×2年間）

20万円免除
（10万円×2年間）

10万円免除
（5万円×2年間）

 69％が併用
（2018年入学者本校実績）

日本学生支援機構

奨学金制度利用者の

〈利用申込条件〉
本校入学前に日本学生支援機構の予約奨学生に以下の内容で採用が決定している。もしくは現在申請中・申請予定である。
●「第二種奨学金（有利息）」の月額10万円以上

※既に「第二種奨学金（有利息）」2万円～9万円で予約申し込みをされている方は、本校入学後の進学届ご提出時に、貸与月額を10万円以上に変更することで、三幸学園初期費用
軽減＆学費分割制度を利用することができます。

●「給付奨学金」・「第一種奨学金（無利息）」・「第二種奨学金（有利息）」のいずれかの組み合わせで合計月額が10万円以上

入学前に年間学費の支払いを済ませたい方

全額納入

〈合格通知の
ご案内後
3週間以内 〉

入学金 100,000円
+

授業料 700,000円
+

施設設備費 220,000円

〈 2020年
3月末まで 〉 教材実習費

及び
その他の費用

約 420,000円

初期費用を抑えて毎月分割で支払いたい方
「入学金10万円と教材実習費及びその他の費用」のみで入学できる

三幸学園初期費用軽減＆学費分割制度
「日本学生支援機構奨学金制度（10万円以上）」を利用した三幸学園独自
の学費サポート制度です。

〈合格通知の
ご案内後
3週間以内 〉 入学金 100,000円

〈 2020年
3月末まで 〉 教材実習費

及び
その他の費用

約 420,000円

年間学費を2回に分けて納入したい方

分割納入

〈合格通知の
ご案内後
3週間以内 〉

入学金 100,000円
+

授業料 前期分 350,000円
+

施設設備費 前期分 110,000円

〈 2020年
3月末まで 〉 教材実習費

及び
その他の費用

約 420,000円

※後期分は7月末日までにご納入ください。

授業料＋施設設備費は在学期間中に「奨学金」を利用しな
がら“毎月10万円ずつ”分割でお支払いいただ
けます。 詳しい内容はP14をご覧ください。（ ）
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  選べる3つの年間学費納入プラン 

●三幸学園の特待生制度に合格し、SS特待生になった場合の年間納入費

トータルビューティー科 
ブライダルプロデュース科

年 間 学 費

−
免　除　額

=
免 除 後 の 年 間 納 入 費

92万円 50万円 42万円＋教材実習費及びその他の費用
＋入学金10万円（初年度のみ）

※年間学費に入学金は含まれておりません。　※出願資格等の詳細は、P6、P9、P12をご覧ください。

特待生入学制度とは、学業・人間性に優れ本校の模範となる学生に対し、学費をサポートする制度です。三幸学園では5種類の
特待生を設けており、選考により特待生に合格すると、学費の一部が免除されます。

特待生入学制度

対　象　者 免 除 額
トータルビューティー科・ブライダルプロデュース科に在籍しながら、本校の
美容師免許取得コースを併修される方全員

10万円免除
（5万円×2年間）

※返還義務はありません。（退学者は除く）
※美容師免許取得コース併修奨学金制度と特待生制度の併用は可能です。
※AO特待生入学および10月に行われる第1次特待生入学の入学願書受付期間内に入学願書をご提出（美容師免許取得コースの
入学願書を同時提出）される方全員が対象となります。

※第1次特待生試験以降の申込みについては制度対象外となります。

美容師免許取得コース併修奨学金制度とは、トータルビューティー科・ブライダル
プロデュース科に在籍しながら、本校の美容師免許取得コースを併修し、トータル
3年で美容師国家資格の取得を目指す方に対し、学費の一部をサポートする制度です。

美容師免許取得コース併修奨学金制度


