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招募要点 募集要項 

 

◆招生课程 募集コース 

设置课程 
コース 

就读期间 
就学期間 

日本語进学２年科（４月入学） 
日本語進学 2年科（4月入学） 

2 年 
2年 

日本語进学１.５年科（１０月入学） 
日本語進学 1.5年科（10月入学） 

１年６个月 
1年 6 ヶ月 

 

◆入学资格 入学資格 

1 接受过 12 年以上学校教育者，或有同等学力者。 

 12年以上の学校教育を修了した者。または、同等の学歴を有する者。 

  

2 诚实、勤奋并有学习欲望者。 

 誠実かつ勤勉で学習意欲のある者。 

  

3 经济担保人有充分的经济担保能力者。 

 経費支弁者に十分な経費支弁能力があること。 

  

4 未申请过签证者。 

 ビザの申請歴がない者。 

  

5 最终学历毕业到报名申请时在 2 年之内者。 

 最終学歴から申請まで 2年以内の者。 

  

6 单身者。 

 独身者。 

 

◆从报名到入日本国 入学受付から入国まで 

提交报名资料 
出願書類提出 

去入管提交申请资料 
入管へ申請書類提出 

交付在留资格认定证明书 
在留資格認定証明書の交付 

缴纳学费・寮费 
学費・寮費の納入 

申请签证 
ビザの申請 

交付签证 
ビザの交付 

入日本国 
日本に入国 



◆宿舍介绍 寮のご案内 

房间种类 
部屋タイプ  

单人房间 
1人部屋 

双人房间 
2人部屋  

3-4 人房间 
3-4人部屋  

共用设备 
共通設備  

收藏空间、洗浴间、空调、厨房、冰箱、电饭煲、微波炉、洗衣机 
収納スペース、バスルーム、エアコン、キッチン、冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、洗濯機 

 

房间种类 部屋タイプ 单人房间 
1人部屋 

双人房间 
2人部屋  

3-4 人房间 
3-4人部屋  

入住费 入寮金 ￥20,000 

保证金 保証金 ￥30,000 

空港迎接费 空港出迎費 ￥10,000 

宿舍费(月付) 寮費(月額) ￥35,000～ ￥17,500～ ￥15,000～ 

总支付额(6 个月份) 総支払額(6 ヶ月分) ￥270,000～ ￥165,000～ ￥150,000～ 

2020年 10 月 

★注意事项 注意事項 
1 起初必须入住学校宿舍。 
 最初は必ず入寮しなければなりません。 
  

2 最短需要住满 6 个月。 
 最低 6カ月は住まなければなりません。 
  

3 空港迎接费只限需要者。 
 空港出迎費は希望者のみ。 

  

4 在来日本国前需要先交纳 6 个月份的宿舍费。第 7 个月以后的宿舍费需要在每上个月的 25 号之前交纳。 
 寮費は入国前に 6 ヶ月分を前納していただきます。7 ヶ月目以降は 1 ヶ月分を前月 25日までにお支払いいただきます。 
  

5 退住宿舍时，请在 8 月 20 日或 2 月 20 日之前提交【退住宿舍申请表】。 
 退寮の申請期限は 8月 20日あるいは 2月 20日までです。 

  

6 如果在 8 月 20 日或 2 月 20 日之前未提交【退住宿舍申请表】时，将支付 6 个月份的宿舍费。 
 8月 20日あるいは 2月 20日までに退寮届の提出がない場合、6 ヶ月分の家賃が発生します。 

 

 

◆学费的拨入指南 振込先のご案内 

NAME OF BANK (银行名称) The Juroku Bank, Ltd. (株式会社 十六銀行) 

BRANCH (分店名称) Head Office(本店営業部) 

ACCOUNT NO (账号) 2355599 

ACCOUNT NAME (账号名称) Educational Corporation Chubuichii Campus ToBuCo Vocational College 

BANK NO (銀行号码) 0153 

SWIFT NO (国际汇款识别号码) JUROJPJT 

BANK ADDRESS (银行住址) 
8-26, Kandamachi, Gifu City, Gifu Pre., Japan 

日本岐阜县岐阜市神田町 8 丁目 26 

TEL ／ FAX +81-58-265-2111 / +81-58-262-3732 

 

※ 向国外汇款时，在本国的银行及日本的银行双方都会产生手续费。双方银行的汇款手续费都由汇款人承担。如果

汇款手续费在汇款金额里被扣除时，学生到达日本后，学生本人需向我校缴纳。 
 海外からの送金は、本国の銀行と日本の銀行とで手数料が発生します。双方の銀行の手数料は、すべて送金者がご負担ください。手数料が引かれ

て送金された場合は、来日後、生徒本人より徴収させていただきます。 

  

※ 汇款时请在汇款申请书的备注栏里【标注学生的姓名】（罗马字）。 
 送金の際には、生徒の氏名（アルファベット表記）が分かるようにしてください。 

 



◆学费 学費 

第一年 

 入学时 入学時 

报名费 検定料 ￥20,000 

入学金 入学金 ￥60,000 

学费 授業料 ￥547,200 

教材费・活动费 テキスト代・行事費 ￥46,800 

合计 合 計 ￥674,000 

 
第二年 

 前期 前期 中期 中期 后期 後期 第二年合计 二年目の合計 

学费 授業料 ￥199,200 ￥174,000 ￥174,000 ￥547,200 

教材费・活动费 テキスト代・行事費 ￥16,800 ￥15,000 ￥15,000 ￥46,800 

合计 合 計 
￥216,000 

2 月末 

￥189,000 

6 月末 

￥189,000 

10 月末 
￥594,000 

 

★注意事項  注意事項 

1. 报名费的 20,000 日元、向本校报名时需支付。 

 検定料の 20,000円は、各学校の申請出願時にお支払いいただきます。  

  

2. 除上记之外、有一部分活动费需另外支付。 

 上記の他に、一部のイベントにおいて費用を別途お支払いいただく場合があります。 

  

3. 请在在留资格认定证明书取得后交纳学费。 

 在留資格認定証明書が交付された方は学費を納入してください。 
  

4. 国民健康保险费需要申请人另外支付。 

 国民健康保険料は別途個人負担です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆学生所需材料 学生の必要書類 

1 全套的【入学申请表】的原件及日本语翻译件。 

 入学願書一式の原本及び日本語翻訳。 

  

2 所有毕业学校的【毕业证】的原件及日本语翻译件（如高中，职业学校，短大，大学，研究生院等）。 

 卒業した学校すべての卒業証書の原本と日本語翻訳（いわゆる高校、専門、短大、大学、大学院など）。 

  

3 所有毕业学校的【成绩证明书】的原件及日本语翻译件（如高中，职业学校，短大，大学，研究生院等）。 

 卒業した学校すべての成績証書の原本と日本語翻訳（いわゆる高校、専門、短大、大学、大学院など）。 

  

4 中国的毕业者需要学历认证（ToBuCo 的机构代码：B735） http://www.cdgdc.edu.cn/cn/ 

认证务必由教育部学位与研究生教育发展中心直接邮寄到我校。 

 中国の卒業者方は学歴の認証が必要。（ToBuCoの会員番号：B735）   http://www.cdgdc.edu.cn/cn/ 

 教育部学位与研究生教育发展中心より直接本校宛に郵送するようにしてください。 
  

5 就读者还需要提交【在学证明书】及在学期间的【成绩证明书】的原件和日本语翻译件。 

 在学中の学生は「在学証明書」と「在学中の成績証明書」の原本と日本語翻訳。 

  

6 日语教育机关发行的【日本语学习证明书】的原件及日本语翻译件（200小时以上）。 

 日本語学習証明書（200時間以上のもの）の原本と日本語翻訳。 

  

7 日本语定级的【合格证书】及【成绩证明书】的原件。 

（合格证书的持有者会优先受理。没有合格证书的学生，需要提交日本语定级的【准考证】。但是考试不及格者，

将会被撤销签证申请。撤销签证申请时，名古屋出入国在留管理局不会退还任何文件。） 

 日本語合格証と成績表の原本。 

（既に合格証を持っている学生を優先して受付します。合格証を持っていない学生は、受験票を提出してください。ただし、試験に合格しなかった場合、

名古屋入国管理局に申請した書類を取下げますので、ご了承ください。取下げした場合、名古屋入国管理局から書類の返却は一切ありません。） 

  

8 在职中或者在职过的学生需要提交【在职证明书】的原件及日本语翻译件。 

 出願者が在職している、あるいは在職していたことがある場合、「在職証明書」の原本と日本語翻訳。 

  

9 护照持有者需要提交【护照】所有页面的复印件（A4纸张）。 

 パスポートを所持している場合、「パスポート全ページの写し」（A4サイズ）。 

  

10 【身份证】的反正面复印件及日本语翻译件（A4纸张）。 

 「身分IDカード」の両面写しと日本語翻訳（A4サイズ）。 

  

11 在户口所在地以外的住址居住时，需要提交【暂住证】的反正面复印件及日本语翻译件（A4纸张）。 

 戸籍地以外のところに住んでいる場合、「臨時滞在証」の原本と日本語翻訳（A4サイズ）。 

  

12 【健康诊断书】的原件（ToBuCo格式）。 

 「健康診断証明書」の原本（ToBuCo様式）。 

  

13 简历里有空白期间时，需要提交【空白期间的说明书】的原件及日本语翻译件（A4纸张）。 

 履歴書に空白期間があった場合は、その「空白期間説明文」の原本と日本語翻訳（A4サイズ）。 

  

14 照片10张（照片尺寸：４厘米×３厘米）※不可以美颜照片。 

 写真10枚（写真サイズ：縦4ｃｍ×横3ｃｍ） ※写真の加工は不可。 

  

15 其他所需资料。 

 その他の書類。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdgdc.edu.cn/cn/
http://www.cdgdc.edu.cn/cn/


 

◆经济担保人的所需材料 経費支弁者の書類 

1 【经费支弁书】的原件及日本语翻译件。 
 経費支弁書の原本と日本語翻訳。 

  

2 与学生的【亲属关系公证】的原件及日本语翻译件。 
 出願者との親族関係公証書の原本と日本語翻訳。 

  

3 经济担保人名义的【存款证明书】的原件和日本语翻译件及【存单】的复印件和日本语翻译件。 

 経費支弁者名義の残高証明書の原本と日本語翻訳と存单の写しと日本語翻訳。 

  

4 经济担保人名义的【银行账本】的复印件或【出入金明细表】等，能澄清资产形成过程说明的3年资料的原件及日本

语翻译件。 

 経費支弁者名義の預金通帳の写し又は出入金明細書など、資産形成過程説明3年分の資料の原本と日本語翻訳。 

  

5 个体经营者时，需要提交【营业许可证的正本和副本】的复印件及日本语翻译件（A4纸张）。 

 個人経営の場合、営業許可証の正本と副本の写しと日本語翻訳（A4サイズ）。 

  

6 企业高管时，需要提交【企业登记证】的复印件及日本语翻译件。 

 企業の役員の場合、法人登記簿謄本の写しと日本語翻訳。 

  

7 【身份证】的反正面复印件及日本语翻译件（A4纸张）。 

 「身分IDカード」の両面写しと日本語翻訳（A4サイズ）。 

  

8 3年【收入证明书】的原件及日本语翻译件。 

 3年分の「収入証明書」の原本と日本語翻訳。 

  

9 3年【纳税证明书】的原件及日本语翻译件。 

 3年分の「納税証明書」の原本と日本語翻訳。 

  

10 【在职证明书】的原件及日本语翻译件。 

 「在職証明書」の原本と日本語翻訳。 

  

11 职业是农业时，需要提交【土地证明书】的复印件及日本语翻译件。 

 職業が農業の場合、「土地証明書」の写しと日本語翻訳。 

  

12 在户口所在地以外的地方居住时，需要提交【暂住证】的反正面复印件及日本语翻译件（A4纸张）。 

 戸籍地以外のところに住んでいる場合、「臨時滞在証」の原本と日本語翻訳（A4サイズ）。 

  

13 他所需资料。 

 その他の書類。 

❖ 2020年10月生的招募日期为2020年3月1日到4月18日。 

但在招募截止日期之前达到招募人数时，会提前结束招募。请报考学生尽早提交资料。 
2020年 10月期生の募集期間は 2020年 3月 1日から 4月 18日までです。 

ただし、定員に達し次第、募集終了となるため、締切日より前に終了することがあります。出願される方は、お早めにご提出をお願いします。 

 

 

学校法人中部 ichii 学园 

ToBuCo 专门学校 
1-20,Fukiage‐Cho,Gifu‐City,Gifu‐Pref.,Japan 500-8326 

T  E  L： ＋81-58-253-5888 

F  A  X： ＋81-58-251-4188 

h t t p：//www.tobuco.ac.jp 

E-mail：ichii-nomo@tobuco.ac.jp(Nomoto) 

 



 

 

学费退还规定 
学費返金規定 

 

 

 

⚫ 得在留资格认定证明书后不申请签证者 

条  件：退回入学许可书、在留资格认定证明书 

退回金额：除入学金之外、全部退还 
在留資格認定証明書は交付されたが査証の申請を行わず不来日の場合 

条件：入学許可書、在留資格認定証明書を返却 

返金：入学金を除く全納入金を返金 

 

⚫ 未获得签证而不能来日本者 

条  件：退回入学許可书 提交被使领馆拒签的证明 

退回金额：除入学金之外、全部退还 
在外公館で入国査証の申請をしたが認められず来日できなかった場合 

条件：入学許可書の返却と在外公館において査証が発給されなったことの証明を提出 

返金：入学金を除く全納入金を返金 

 

 

⚫ 获得签证后提出退学者 

条  件：退回入学许可书,学校可以确认签证未使用且失効 

退回金额：除入学金之外、全部退还 
査証を取得したが、来日以前に入学を辞退した場合 

条件：入学許可書の返却と査証が未使用で失効が確認できること 

返金：入学金を除く全納入金を返金 

 

⚫ 获得签证来日本入学后,无正当理由退学者 

退回金额：原则上全部不退 
査証を取得し来日入学した学生が正当な理由なく退学となった場合 

返金：原則として全納入金は返金しない 

 

⚫ 来日本后不到学校报到者 

退回金额：全部不退 
来日後、不入学の場合 

返金：全納入金は返金しない 

 

※ 报名费无论有任何理由都不退还。 
検定料はいかなる理由があっても返金しません。 

 

※ 退款汇款手续费由学生本人承担。 
   返金の送金手数料は学生本人が負担する。 


