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区分 学校名 コース名 特典 条件 人数 出願期間 試験

指定校推薦
Recommendation
examination

尚美ミュージックカレッジ専門学校
Shobi music college

全学科対象。

入学金10万円免除、授業料
20万減免。審査作文・日本語
試験・面接の全てが免除。（書
類のみ）

オープンキャンパスに参加し、面接・試験免除の認定を受ける。
奨学金審査の申込みをする。N1・N2、EJU200点以上証明書類。
＊出席率９０％以上。
12月の時点でN2程度の日本語能力を有すると推薦者が認めた者

若干名
１０月選考：10/１～10/25、
１月選考：1/5～1/20

書類選考

指定校推薦
Recommendation
examination

辻調理専門学校
Tsuji Culinary Institute
辻製菓専門学校
Tsuji Institute of Patisserie

調理技術マネジメント学科
日本料理クリエイティブ経営
学科
日本料理本科
製菓技術マネジメント学科

2022年3月日本語学校を卒業見込み、辻への入学を専願する
調理・製菓分野への進学に意欲がある、校長推薦
N2以上／EJU日本語200点以上／BJT400点以上
出席率90％以上

5名
2021年9月1日～9月7日（必
着）

書類選考
オンライン面接

指定校推薦
Recommendation
examination

専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
HIKO MIZUNO COLLEGE OF JUWELRY

専門課程全コース
面接選考のみ、学費減免＋
奨学金（減免）　★

出席率９０％以上で、オープンキャンパス・体験入学又はオンライン学校説明会、
個人相談会参加者

5名 9月1日～12月18日 出願後個別連絡

奨学金
Scholarship

専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ
HIKO MIZUNO COLLEGE OF JUWELRY

東京校：ジュエリー・シューズ・
バッグコース
大阪校：ジュエリーコース

★中国・台湾・韓国以外の留
学生：40万円減免

中国・韓国・台湾以外の留学生、2020年12月19日（土）までに、
入試合格した方は全員採用

若干名 9月1日～12月18日 出願後個別連絡

指定校推薦
Recommendation
examination

東京調理製菓専門学校
Tokyo Technical College for Cooking

高度調理技術科、調理技術
科、
パティシエ・ブーランジェ科

入学金５万円免除 2名 9月1日～2月28日

指定校推薦
Recommendation
examination

東京栄養食糧専門学校
Tokyo Food and Nutrition College

栄養士科 入学金５万円免除 2名 9月1日～2月28日

指定校推薦
Recommendation
examination

森ノ宮医療学園ウェルランゲージスクール
Language School of Morinomiyairyo Gakuen

介護福祉学科 受験料2.5万円減免
出席率９０％以上
入学の時にN2相当レベル

3名 6月1日～12月7日 書類選考・面接

指定校推薦
Recommendation
examination

ヨークグローバルビジネスアカデミー専門学校
York Global Business Academy

グローバルビジネス学科
国際福祉学科
起業実践学科

（A)N2合格：入学金5万円免
除
（B)N3合格：入学金3万円免
除

出席率95％以上
N2以上合格（A)、N3合格（B）
オープンキャンパス、または指定校推薦の説明会参加した
他の学校を申し込まない

2名 9月1日～2022年2月18日 書類選考・面接

指定校推薦
Recommendation
examination

横浜デザイン学院
Yokohama Design College

全学科対象。 施設維持費5万円減免
出席率85％以上
体験入学または、学校説明会参加した
入学試験に合格した

若干名 9月1日～2022年3月31日
筆記（日本語）

・面接

指定校推薦
Recommendation
examination

東京豊島IT医療福祉専門学校
Tokyo Toshima IT Medical Welfare College

①国際ビジネス学科
②国際コミュニティ学科

授業料5万円減免
出席率良好
学校長（担任）が推薦する

①2名
②3名

9月1日～2022年3月31日

書類選考・面接・
筆記試験（日本
語、数的感覚、

作文）

指定校推薦
Recommendation
examination

日本電子専門学校
(NIHON DENSHI) Japan Electronics College

全学科
①選考料2万
②Ⅰ類：入学時納入金8万円
免除 or Ⅱ類：3万円免除

Ⅰ類：Ｎ１／ＥＪＵ３００点以上/当校の日本語筆記試験（85点以上)、
Ⅱ類：N2／EJU200点以上/当校の日本語筆記試験（70点以上)、
＊出席率95％以上　＊合格後１週間以内に20万円納入、残金は12/17まで延納
可能。

2名 10月1日～10月31日
作文（志望理

由）・面接・書類
審査

指定校推薦
Recommendation
examination

三幸学園首都圏校
SANKO Gakuen Group

全18校
選考料2万円＋授業料10万円
免除

JLPT　N2　レベル
出席率良好

各学校3名 各学校の締切により
書類審査・面接・
筆記試験（日本

語）

指定校推薦
Recommendation
examination

学校法人Adachi学園
Adachi Education Group

全コース
出願料2万円免除、留学生減
免制度2年間で授業料30万円
免除

JLPT　N2相当レベル
出席率良好
学校長の推薦

5名 9月1日～12月31日 面接

指定校推薦
Recommendation
examination

東京デザイン専門学校                                        Tokyo
Design Academy

全学科
入学金全額5万円免除、
選考料全額2万円免除。

N2 or EJU200点以上相当レベル。
日本語学校でも成績・出席率良好

2名 9月1日～12月24日
書類選考・日本
語筆記（免除の
場合あり）・面接

指定校推薦
Recommendation
examination

東京テクニカルカレッジ
Tokyo Technical College

3名

指定校推薦
Recommendation
examination

東京工科自動車大学校 3名

昼間課程全設置学科
初年度授業料から5万円～30
万円減免

JLPT N2 or　EJU日本語200点以上
出席率85％以上
オープンキャンパスなどに参加した

9月1日～2022年2月15日

書類選考・
日本語試験・
適性試験・

面接

【専門学校】　ABKCOLLEGE指定校推薦のご案内
ABK COLLEGE Recommendation Entrance Examination (Technical school)

日本語学校在籍６ヶ月以上、出席率９０％以上。
Ｎ２・ＥＪＵ２００点以上または相当の実力、学校長の推薦が得られること。

面接･筆記試験



指定校推薦
Recommendation
examination

専門学校東京経理綜合学院 経理コース、情報コース
受験料4万円免除、
学費47万円免除

JLPT N2程度
出席率90％以上
学校長（担任）が推薦する

1名 9月1日～10月27日
書類選考・日本
語筆記・面接

指定校推薦
Recommendation
examination

ファッションビジネスカレッジ東京
Fashion Business College Tokyo

ファッションクリエートアート科
受験料3万円免除、
学費41万円免除

JLPT N2程度
出席率90％以上
学校長（担任）が推薦する

1名 9月1日～10月25日
書類選考・日本
語筆記・面接

指定校推薦
Recommendation
examination

専門学校インターナショナル・スクールオブビジネス
International School of Business

国際ビジネス科
総合英会話科

選考料免除
JLPT N3程度
出席率良好

若干名
8月23日～12月中旬（要相
談）

書類選考・日本
語筆記・面接

特別指定校推薦
Special
Recommendation
examination

日本工学院専門学校
NIHON KOGAKUIN

（ホテル・鍼灸・柔道以外）

選考料2万円免除（2年制）
/2.5万円免除（3･4年制）
入学金一部（20万）免除、筆
記試験（日本語）免除　＊

①出席率９０％以上＋②N1合格者 or EJU260点以上･同等レベル
＊②がN2合格・EJU200点以上レベルの場合筆記試験受験の条件付で推薦条件
を満たす

若干名 9月1日～2022年2月3日
書類選考（作文

含む）、面接

指定校推薦
Recommendation
examination

日本工学院専門学校
NIHON KOGAKUIN

（ホテル・鍼灸・柔道以外）
選考料2万円免除,/2.5万円免
除（3･4年制） 出席率85％以上、N2同等レベル 若干名 9月1日～2022年2月3日

書類選考・筆記
（日本語能力）・

面接

☆募集要項・推薦書書類は事務所で保管しています。　＊推薦書発行料金１００円


