2020年

★東京アカデミー各校住所一覧
校

名

住

所

電話番号

振込先

通信講座 / 模試

旭川校

〒070-0034 旭川市四条通8-1703-12 日本生命旭川四条通ビル8Ｆ

0166(26)6990 三井住友銀行 梅田支店 (普)9434333 (株)東京アカデミー旭川校

札幌校

〒060-0807 札幌市北区北７条西4-17-1 KDX札幌北口ビル

011(726)3050 三井住友銀行 梅田支店 (普)9433729 (株)東京アカデミー札幌校

函館校

〒040-0011 函館市本町8-18 ベストアメニティ五稜郭ビル2Ｆ

0138(31)3412 三井住友銀行 梅田支店 (普)9433731 (株)東京アカデミー函館校

青森校

〒030-0801 青森市新町1-1-14 損保ジャパン青森ビル2Ｆ

017(774)1515 三井住友銀行 梅田支店 (普)9433779 (株)東京アカデミー青森校

仙台校

〒980-6127 仙台市青葉区中央1-3-1 アエル27Ｆ

022(263)0731 三井住友銀行 梅田支店 (普)9433767 (株)東京アカデミー仙台校

秋田校

〒010-0001 秋田市中通2-2-7 トラストワンビル21 3Ｆ

018(837)5331 三井住友銀行 梅田支店 (普)9433755 (株)東京アカデミー秋田校

津田沼校

〒274-0825 船橋市前原西2-14-2 津田沼駅前安田ビル9Ｆ

047(493)8370 三井住友銀行 梅田支店 (普)9433743 (株)東京アカデミー津田沼校

大宮校

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町2-380-1

048(654)7501 三井住友銀行 梅田支店 (普)9433781 (株)東京アカデミー大宮校

東京校

〒160-0023 新宿区西新宿1-7-1 松岡セントラルビル3Ｆ

03(3348)0731 三井住友銀行 梅田支店 (普)9433793 (株)東京アカデミー東京校

〒101-0062 千代田区神田駿河台2-1-20 お茶の水ユニオンビル3Ｆ

03(3291)0731 三井住友銀行 梅田支店 (普)9434321 (株)東京アカデミーお茶の水校

池袋校

〒171-0021 豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル13Ｆ

03(5954)0731 三井住友銀行 梅田支店 (普)9434319 (株)東京アカデミー池袋校

立川校

〒190-0023 立川市柴崎町3-5-2

042(529)7530 三井住友銀行 梅田支店 (普)9434266 (株)東京アカデミー立川校

町田校

〒194-0022 町田市森野1-22-14 小田急シティビル町田4Ｆ

042(721)5001 三井住友銀行 梅田支店 (普)9434307 (株)東京アカデミー町田校

横浜校

〒220-0004 横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル11Ｆ

045(320)0731 三井住友銀行 梅田支店 (普)9434254 (株)東京アカデミー横浜校

新潟校

〒950-0901 新潟市中央区弁天1-1-22 東信新潟ビル6Ｆ

025(247)7291 三井住友銀行 梅田支店 (普)9434292 (株)東京アカデミー新潟校

静岡校

〒420-0857 静岡市葵区御幸町11-30 エクセルワード静岡ビル3Ｆ

054(273)6361 三井住友銀行 梅田支店 (普)9434280 (株)東京アカデミー静岡校

名古屋校

〒450-6306 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋６F

052(563)2095 三井住友銀行 梅田支店 (普)9434242 (株)東京アカデミー名古屋校

金沢校

〒920-0856 金沢市昭和町16-1 ヴィサージュ12Ｆ

076(263)3870 三井住友銀行 梅田支店 (普)9434278 (株)東京アカデミー金沢校

京都校

〒600-8006 京都市下京区四条通柳馬場西入ル立売中之町99 四条SETビル6Ｆ 075(252)0762 三井住友銀行 梅田支店 (普)9434230 (株)東京アカデミー京都校

大阪校

〒530-0001 大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第１ビル12Ｆ

06(6345)0731 三井住友銀行 梅田支店 (普)9434228 (株)東京アカデミー大阪校

難波校

〒556-0017 大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル7F

06(6645)0731 三井住友銀行 梅田支店 (普)9434216 (株)東京アカデミー難波校

神戸校

〒650-0034 神戸市中央区京町75-1 京町栄光ビルディング1Ｆ

078(391)0731 三井住友銀行 梅田支店 (普)9434199 (株)東京アカデミー神戸校

岡山校

〒700-0024 岡山市北区駅元町15-1 リットシティビル3Ｆ

086(255)6244 三井住友銀行 梅田支店 (普)9434187 (株)東京アカデミー岡山校

広島校

〒730-0031 広島市中区紙屋町2-2-6 紙屋町イワミビル7Ｆ

082(541)0731 三井住友銀行 梅田支店 (普)9433810 (株)東京アカデミー広島校

高松校

〒760-0019 高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー11Ｆ

087(821)1731 三井住友銀行 梅田支店 (普)9434163 (株)東京アカデミー高松校

松山校

〒790-0005 松山市花園町1-3 日本生命松山市駅前ビル4Ｆ

089(947)6605 三井住友銀行 梅田支店 (普)9433808 (株)東京アカデミー松山校

北九州校

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1-1-1 小倉駅北口ビル3Ｆ

093(541)1511 三井住友銀行 梅田支店 (普)9433822 (株)東京アカデミー北九州校

福岡校

〒810-0001 福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡5Ｆ

092(716)5533 三井住友銀行 梅田支店 (普)9433846 (株)東京アカデミー福岡校

長崎校

〒850-0032 長崎市興善町2-24 長崎第一生命ビル3Ｆ

095(818)5033 三井住友銀行 梅田支店 (普)9433858 (株)東京アカデミー長崎校

熊本校

〒860-0805 熊本市中央区桜町1-20 西嶋三井ビルディング2Ｆ

096(359)7611 三井住友銀行 梅田支店 (普)9433860 (株)東京アカデミー熊本校

大分校

〒870-0035 大分市中央町1-1-5 大分第一生命ビル2Ｆ

097(536)7588 三井住友銀行 梅田支店 (普)9433834 (株)東京アカデミー大分校

全国公開模試

鹿児島校

〒892-0842 鹿児島市東千石町14-10 天文館大樹生命南国テレホンビル6Ｆ

099(227)3455 三井住友銀行 梅田支店 (普)9433705 (株)東京アカデミー鹿児島校

会場実施日

お茶の水校

通話料無料！
スマホも OK ！

0120 - 220 - 731

QRコードで簡単アクセス
発行日:2020年4月15日/有効期限:2021年2月15日

ファイル名:fu̲soto01-08.ai
CMY K

展開(210+210)×297

東京アカデミーが実施する各種通信講座、全国公開模試の総合案内です。

管理栄養士
全国公開模試
第１回

第３5回管理栄養士
国家試験

会場実施日
第2回

11月22日（日） 1月17日（日）
2021年
2021年

社会福祉士
全国公開模試
会場実施日

第３3回社会福祉士
国家試験

9月27日（日）

理学療法士･作業療法士
第56回理学療法士･作業療法士国家試験

12月13日（日）

東京アカデミーの通信講座は、各種試験をそれぞれ徹底分析し、頻出テーマ・論点をわかりやすく解説した
オリジナルテキストと、出題頻度の高い分野を中心としたオリジナルの演習課題を用いて、自分のペースで
学習することができます。学校や仕事でなかなか時間を取ることのできないお忙しい方や、遠隔地にお住ま
いで通学講座を受講できない方に最適の講座です。

通信講座受講の流れ

申込み
手続完了

重要ポイントをチェック！

合格ツール 5

採点済答案
返送

答案を
郵送

習

オープン
演習課題に
セサミ
（参考書）
取り組む
で学習

学習教材
到着

合格ツール 4

疑問点は残さない ！

全国公開模試

復

約２週間

合格ツール 3
SOSカードで疑問を解決 !!

重要分野だけを凝縮 !

実力UP!

有料オプション

到着後
約２週間

合格ツール 2

ベテラン講師陣の直接指導！
（生講義）
夏期講習･冬期講習
直前演習･通学講座

理解度をもれなく確認 ！

※詳細は入会希望校へお問合せください。

合格ツール ②

合格ツール ①

オープンセサミシリーズ
(オリジナルテキスト)

東京アカデミーのオリジナルテキストです。
膨大な試験範囲を、要点を整理してコンパクトに
まとめていますので、基礎から実践まで総合的に
レベルアップを図るには最適です！

合格ツール④

特典教材

ルを提供します。
合格に必要な知識・情報を効率よく、より簡単
に得ることができます。

〔質問カード〕

学習する過程で生じる疑問点や不
明点を相談できるカードです。学
習の内容に関してはもちろん、学
習方法や試験情報に至るまで受験
生の全てのお悩みにお答えしま
す。受験指導･実務経験豊富なアド
バイザーが回答します。

本試験を徹底分析し、出題
頻度の高い分野を中心とし
たオリジナル問題です。返
送された答案をオープンセ
サミで復習することで、知
識をより確かなものとする
ことができます。

合格ツール⑤

全国公開模試

学習の成果を確認するためにも、時間配分など実践的な練習のためにも、模試は欠かせません。
通信講座を受講されている方は、東京アカデミーの実施する全国公開模試を無料で受験できます。
また詳細な成績表により、合格可能性のほか、科目別・設問別成績などあらゆる角度から結果を分析する
ことで、自分のレベルと本試験までに補強すべき弱点分野を確認することができます。

※公開実施日14日前までに通信講座の申込手続を完了され、かつ模試答案用紙(マークシート)が答案提出締切日までに到
着したものに限ります。
※原則として自宅受験になります。

入会金

5,000円

模試をお申込みいただく際にWEB会員(無料)にご登録いただきます。会員ページ(マイページ)に

■ テキスト･ツール一覧

★オープンセサミシリーズ 2021年度版 管理栄養士 ( 上巻・下巻 )
★演習課題 ( 基礎編 < 全 10 回 >･実践編＜全 20 回 >)
★応用力試験対策問題集 ※9 月下旬発送予定
★スタディガイド（国家試験の傾向と対策をまとめた 1 冊）
★おてがるチェック ( 最新の統計や関係法規など重要項目をまとめた 1 冊 ) ※12 月中旬発送予定
★本試験問題 解答＆解説（第 32 回〜第 34 回の本試験問題を掲載）※8 月上旬発送予定
★SOS カード (10 枚 )

■ 会場実施日
第1回
第2回

2020年11月22日(日)
2021年1月17日(日)

■ 受験料

（消費税込）

５,100円 ５,600円
■ 時間割･内容
説明およびマークシート記入

1２月7日(月)

2021 年

1月3日(日)

2021 年

２月1日(月)

申込締切日
第1回

11 月18日(木)
2021 年

１月 3日(日)

答案提出締切日(必着)

模試結果
WEB配信予定日

12月20日(日)

1 月 8 日(金)

2021 年

１月17日(日)

2021 年

2021 年

２ 月 1日(月)

旭川校、札幌校、函館校、仙台校、津田沼校、大宮校、
東京校、池袋校、立川校、町田校、横浜校、名古屋校、
大阪校、広島校、高松校、福岡校

第1回

4,100 円 ( 消費税込 )

学校内実施期間

模試結果
答案提出締切日(必着) WEB配信予定日

Ⅰ

11月2日(月)〜11月22日(日) 11月２3日(月･祝) 12月7日(月)

Ⅱ

11月23日(月･祝)〜12月20日(日) 12月 21日 (月)

第２回

2021年

2021年

12月20日(日)〜 1月17日(日) 1月 18日 (月)

※第1回のⅠ･Ⅱの問題は同じです。

2021 年

1 月 8日(金)

2021 年

2月 1日(月)

理学療法士・作業療法士

２
ファイル名:fu̲naka̲02- 03.ai
CMY K

1月 17日(日)

11 月18日(木)

■ 実施会場

管理栄養士

東京アカデミーの全国公開模試は、学校内でも実施
いただけます。実施期間につきましては右記の表を
ご参照ください。申込方法はP.6｢学校団体申込につ
いて｣をご覧ください。

※学校団体申込の場合は、会場･人数にかかわらず、一律に上記の
受験料となります。

社会福祉士

2021 年

模試結果
WEB配信予定日

★学校団体申込について

■ 受験料
管理栄養士

第2回

1１月22日(日)

申込締切日

※答案提出締切日は、申込受付をされた東京アカデミー各校への答案(マークシート)必着日です。
答案提出締切日以降に到着したマークシートは採点できません。その際、受験料は返金いたしま
せんのでご注意ください。

午 後 問 題 (1 0 3 問 )

設問別解答率表など。

第1回

第2回

※記載の受験料は各回ごとの受験料となります。

9:45〜10:00

実施日

※会場受験は原則として東京アカデミー各校となります。
※会場受験は定員に達し次第締切る場合がございます。詳細は各校へお問い合わせください。

自宅受験

13:30〜16:10

●その他･･･受験者得点分布表、偏差値席次表、

※通信講座受講の方は別途申込は不要です。
※詳細は下記模試案内の｢自宅受験｣をご確認ください。

■ 会場受験･自宅受験日程

昼食休憩

●｢個人成績一覧」
についてはデータ形式にて提供可能です。

2020年11月22日(日)必着
2021年1月17日(日)必着

全国公開模試

12:25〜13:30

「個人成績一覧」
「
･ 学校団体別成績一覧」
をお渡しします。

答案提出締切日

※画像は前年度のものです。

※スマホの場合、一部ブラウザでは確認ができないことがありますので、その際はPCでご確認ください。

●学校団体申込校のご担当先生に

第2回

初回発送：2020 年 6 月上旬

午 前 問 題 (9 7 問 )

詳細な成績分析により弱点を把握し、学習の指針を立てることができます。

■ 全国公開模試受験
第1回

10:00〜12:25

学校団体用データ

2021年2月15日(月)必着

計

45,000円 50,000円

成績表が配信されますので、スマホやPCから成績の確認ができます。

個人成績表

合

自宅受験

成績表はWEBで
配信されます。

受講料

＊弊社修了生(短期講習･模試除く)の方は、入会金が免除となります。

会場受験

東京アカデミーが実施する全国公開模試は、各種試験の出題傾向を分析した上で作
成したオリジナル問題の中から良問を厳選して出題します。また、わからなかった問
題や解答に迷った問題は、ポイントを明快に示した詳しい解答解説書を利用してしっ
かり復習できます。成績表のデータから今後の学習の指針を得ることも可能です。
万全の試験対策を立てたい方に最適です！

■ 添削期限 ( 答案･SOS カード最終提出締切日 )

（消費税込）

会場受験

通信講座には入会特典として学習に役立つツー

合格ツール③ SOSカード

演習課題

通信講座
■ 入会金･受講料等

演習課題ごとの提出なので、マイペースで学習できます。

合格ツール 1

第 35 回管理栄養士国家試験対策

3
展開(210+210)×297

第 33 回社会福祉士国家試験対策

第 56 回理学療法士･作業療法士国家試験対策

通信講座

通信講座

■ 入会金･受講料等
入会金

5,000円

■ 添削期限 ( 答案･SOS カード最終提出締切日 )

（消費税込）

受講料

合

2020年12月15日(火)必着

計

43,000円 48,000円

■ 全国公開模試受験

＊弊社修了生(短期講習･模試除く)の方は、入会金が免除となります。

■ テキスト･ツール一覧

答案提出締切日

2020年9月27日(日)必着

★オープンセサミシリーズ 2021 年度版 社会福祉士 ( 午前科目・午後科目 )
★これだけチェック｢人物と業績｣（福祉分野･心理学理論･社会理論の重要人物と業績をまとめた 1 冊 )
★演習課題 (1 回 50 問 / 全 5 回 )
★第 32 回本試験問題解答と解説 ※7 月中旬発送予定
★実践問題集 ※9 月中旬発送予定
★おてがるチェック ( 最新の統計や関係法規など重要項目をまとめた 1 冊 ) ※12 月上旬発送予定
★SOS カード (10 枚 )

②理学専門分野

5,000円

合

※画像は前年度のものです。

35,000円 40,000円

初回発送：2020 年 5 月上旬

午後問題( 67問)

10 月11日(日)

申込締切日

答案提出締切日(必着)

模試結果
WEB配信予定日

9 月24日(木)

12 月6日(日)

12 月18日(金)

旭川校、札幌校、函館校、仙台校、大宮校、池袋校、
立川校、横浜校、名古屋校、京都校、大阪校、福岡校

★学校団体申込について

※学校団体申込の場合は、会場･人数にかかわらず、一律に上記の
受験料となります。

Ⅰ

９月 7日(月) 〜 9月 27日(日)

Ⅱ

9月 28日(月)〜12月6日(日)

Ⅲ

12 7
月

12 20

日(月)〜

月

日(日)

模試結果
答案提出締切日(必着) WEB配信予定日

9月 28日 (月)
12月7日(月)

12 21
月

日(月)

10月11日(日)
12月18日(金)
2021 年

1 月 8日(金)

※Ⅰ〜Ⅲの問題は同じです。

2020年12月13日(日)
（消費税込）

会場受験

2,600円 3,100円
■ 時間割･内容
説明およびマークシート記入

9:40〜12:20

午 前 問 題 (1 0 0 問 )

12:20〜13:20

昼食休憩

13:20〜16:00

午 後 問 題 (1 0 0 問 )

実施日

12 月13日(日)

申込締切日

模試結果
WEB配信予定日

12 月10日(木) 12 月28日(月)

※会場受験は原則として東京アカデミー各校となります。
※会場受験は定員に達し次第締切る場合がございます。詳細は各校へお問い合わせください。

自宅受験

9:30〜 9:40

■ 会場受験･自宅受験日程

申込締切日

12 月10日(木)

答案提出締切日(必着)
2021 年

1 月4 日(月)

模試結果
WEB配信予定日

1 月15日(金)

※答案提出締切日は、申込受付をされた東京アカデミー各校への答案(マークシート)必着日です。
答案提出日締切日以降に到着したマークシートは採点できません。その際、受験料は返金いたしま
せんのでご注意ください。

■ 実施会場
大宮校、津田沼校、池袋校、名古屋校、大阪校、
鹿児島校

★学校団体申込について
東京アカデミーの全国公開模試は、学校内でも実施
いただけます。実施期間につきましては右記の表を
ご参照ください。申込方法はP.6｢学校団体申込につ
いて｣をご覧ください。

■ 受験料

2,100 円 ( 消費税込 )

学校内実施期間

Ⅰ
Ⅱ

10月12日(月)〜12月13日(日)
2021 年

12月14日(月)〜1 月 4 日(月)

模試結果
答案提出締切日(必着) WEB配信予定日

12月14日(月) 12月28日(月)
2021 年

1月 5日(火)

2021 年

1 月 15日(金)

※Ⅰ･Ⅱの問題は同じです。

※学校団体申込の場合は、会場･人数にかかわらず、一律に上記の
受験料となります。
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■ 会場実施日

理学療法士
作業療法士

2,600 円 ( 消費税込 )

学校内実施期間
社会福祉士

東京アカデミーの全国公開模試は、学校内でも実施
いただけます。実施期間につきましては右記の表を
ご参照ください。申込方法はP.6｢学校団体申込につ
いて｣をご覧ください。

※通信講座受講の方は別途申込は不要です。
※詳細は下記模試案内の｢自宅受験｣をご確認ください。

全国公開模試

■ 受験料

答案提出締切日

2020年12月13日(日)必着

自宅受験

13:15〜15:00

9 月24日(木)

■ 全国公開模試受験

会場受験

昼食休憩

9 月27日(日)

自宅受験

12:15〜13:15

申込締切日

■ 実施会場

説明およびマークシート記入

午前問題( 83問)

実施日

模試結果
WEB配信予定日

※画像は前年度のものです。

★オープンセサミシリーズ国家試験対策 理学療法士･作業療法士 ( 全 4 冊 ※申込コースにより、種類･冊数は異なります。）
★演習課題・「専門基礎分野 ( 理学＆作業 )」(1 回 30 問 / 全 5 回 )・「専門分野 ( 理学 or 作業 )」(1 回 30 問 / 全 5 回 )
★第 55 回本試験問題と解答・解説 ( 専門基礎分野･理学専門分野･作業専門分野 )※7 月中旬発送予定
★スタディガイド（国家試験の傾向と対策をまとめた 1 冊）※6 月上旬発送予定
★SOS カード (10 枚 )

2021年1月31日(日)必着

※答案提出締切日は、申込受付をされた東京アカデミー各校への答案(マークシート)必着日です。
答案提出締切日以降に到着したマークシートは採点できません。その際、受験料は返金いたしませ
んのでご注意ください。

■ 時間割･内容
10:00〜12:15

会場受験

（消費税込）

自宅受験

計

55,000円 60,000円

一括申込

■ テキスト･ツール一覧

※会場受験は原則として東京アカデミー各校となります。
※会場受験は定員に達し次第締切る場合がございます。詳細は各校へお問い合わせください。

3,100円 3,600円

■ 受験料

受講料

＊弊社修了生(短期講習･模試除く)の方は、入会金が免除となります。

■ 会場受験･自宅受験日程

2020年9月27日(日)

9:45〜10:00

入会金

■ 添削期限 ( 答案･SOS カード最終提出締切日 )

■ 会場実施日

会場受験

（消費税込）

①専門基礎分野

①+②
①+③

全国公開模試

■ 受験料

受講コース

③作業専門分野

※通信講座受講の方は別途申込は不要です。
※詳細は下記模試案内の｢自宅受験｣をご確認ください。

初回発送：2020 年 4 月中旬

■ 入会金･受講料等
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模試･通信講座

申込方法

下記申込方法･注意事項を必ずお読みの上、お申込ください。ご質問・ご相談がございまし
たら、東京アカデミー各校までお問い合わせください。
【受付時間】
月〜土 / 9 :00〜20 :00 日･祝 / 9 : 00〜18 : 00

＜通信講座添削期間について＞

管理栄養士

社会福祉士

理学療法士
作業療法士

2021年2月15日(月)
到着分まで(必着)

2020年12月15日(火)
到着分まで(必着)

2021年1月31日(日)
到着分まで(必着)

インターネット申込〈模試･通信講座 共通〉
スマートフォンからお申込み

▼

▼

PCからお申込み

東京アカデミーWEBサイトトップページの
「講座

QRコードから講座申込ページへアクセス

申込」
より申込ページへアクセスし、必要事項を入

→
「希望講座 「
」希望校舎」
｢分類」

力してお申込みください。

→【申込可能講座検索】
をタップ

※ドメイン指定受信拒否を設定されている場合には、弊社から
のメール(tokyo-ac.co.jp)が受信できるようにあらかじめ
設定をお願いします。

→表示された講座からご希望の講座を

URL www.tokyo-ac.jp

選択してお申込みください。

お支払い方法のご案内

お申込み後、受付完了メールを自動送信します。

！ 期日以内にご決済･お支払いのない場合、お申込みは自動キャンセルとなりますのでご注意ください。

◆銀行振込

お申込み後､５日以内＊に申込校指定の振込先口座
へ必ず本人様名義でお振込みください。

◆クレジットカード決済 / 電子マネーでお支払い

キャッシュレスで

※手数料はご負担願います。

東京アカデミーの講座受講料を
支払いまたは決済された場合

◆コンビニ決済

お申込み後､５日以内＊に下記のコンビニにてご決
済ください。
・セブンイレブン
・ミニストップ
・ローソン
・セイコーマート
・ファミリーマート ・デイリーヤマザキ

◆現金でお支払い

お申込み後､５日以内＊に東京アカデミー窓口にお越
しください。

＊模試お申込みの方は会場実施日前日までにご入金をお願い
します。

5％還元

東京アカデミーは、経済産業省及び一般社団法人キャッシュレス
推進協議会が運用する
「キャッシュレス・消費者還元事業」
に登録
しています。

消費者還元期間
2020年

6月30日まで

★ 東京アカデミーのWEBサイトまたは窓口で
クレジットカード決済

東京アカデミー申込規約
東京アカデミーの通学講座･通信講座･短期講習会･模擬試験･学内講座等の講座にお申込みいただくに際し、下記規
約内容を必ずご確認、ご理解をいただいた上でお申込みくださいますようお願いいたします。
1. 適用講座
株式会社東京アカデミー ( 以下、弊社と記載 ) が実施する通学講座・通信講座・短期講習会・模擬試験・学内講
座等の講座において本申込規約を適用いたします。本規約に定めがないものについては、各種募集要項等の定め
によるものとします。
2. お申込みについて
（1）目指される試験の受験資格、試験科目をご確認ください。年齢制限、必要な資格、要件等を満たしているか
どうかを各自ご確認いただき、ご希望の講座をお申込みください。

★ 東京アカデミーの窓口で下記のICカード(交通系)
でお支払い

ほぼ全てのクレジットカード・ICカードが還元可能となりますが、還元可能か否
かは経済産業省ホームページまたは、お持ちのクレジットカード・ICカード裏面
に記載のカード発行会社へカード名義ご本人様自身で直接ご確認ください。
また、還元金額の上限
（概ね1ヶ月1クレジットカード・ICカードあたり15,000
円）
、還元時期、還元方法も異なります。詳しくはお持ちのクレジットカード・IC
カード裏面に記載のカード発行会社へカード名義ご本人様自身で直接ご確認く
ださい。

（2）お申込予定のコースの受講時間帯、日数、期間、受講科目、教材等をご確認ください。

《学校団体申込について》
学校のご担当先生を通して申込まれる場合は、学校団体扱い(1名より適用)とな
ります。詳細につきましては最寄りの東京アカデミーまでお問い合わせいただく
か、弊社WEBサイトトップページ｢学校関係者の皆様へ｣より各模試案内ご確認
の上、申込書をダウンロードしてお申込みください。

《模試受験について》
■会場受験の方

会場実施日当日の開始時間に間に合うように、直接会場にお越しください。ご
来場に際しては、公共交通機関をご利用ください。なお、解答解説は各会場に

て配付いたします。

■自宅受験の方

◎入会手続き完了後に契約の解約を希望される場合は、通信教材到着の有無
にかかわらず書面にて解約申請をしてください。詳細につきましては、
本パンフレットP.7の｢東京アカデミー申込規約｣に解約に関する規定が記
載されておりますので、必ずご確認ください。

◎弊社受講生及び修了生(通学講座および通信講座)の方は、入会金5,000円
が免除となります。必ず申込前にその旨をお伝えください(申込時以外には
適用されません)。また、お支払いはクレジットカード決済・コンビニ決済
を選択されますと免除が適用されませんので、ご注意ください。

《その他の注意事項》

会場実施日翌々日までに実施要項･問題･答案用紙(マークシート等)･解答解説を

■教材の発送について

送付いたします。受験後は、答案提出締切日までに答案用紙(マークシート等)を

■管理栄養士･･･････････2020 年 6 月上旬

東京アカデミー各担当校(申込校)まで郵送してください(送料は各自でご負担願
います)。

《成績表について》
成績表は会員ページ(マイページ)へ返却(データ配信)となります。
※郵送での返却はございませんのでご注意ください。

東京アカデミーWEBサイト内の会員ページ(マイページ)に各模試の模試結果
WEB配信予定日までに掲載されます。
マイページにログインして、成績表をご確認ください。

《その他の注意事項》
①自宅受験の場合、申込締切日及び答案提出締切日は厳守してください。なお、
答案提出締切日よりあとに到着した答案用紙(マークシート等)は採点できま
せん。その際、受験料の返金もいたしませんのでご注意ください。
②当日欠席された場合、
ご希望により問題と解答解説をお送りいたします(別途
送料が必要となります)。なお、
ご連絡のない場合、問題と解答解説は送付いた

各通信講座の初回の教材発送は以下の通りです。

■社会福祉士･･･････････2020 年 4 月中旬
■理学療法士･作業療法士･･･2020 年 5 月上旬
上記以降の申込者については申込手続完了次第、随時発送いたします。手続
き完了日から 2 週間程度で到着します。なお、ゴールデンウィーク･お盆･年
末年始の時期は教材到着に多少日数を要します。

■通信講座受講生の模試受験について
全国公開模試については、各公開実施日の約2週間前に問題を発送し、自宅受験
していただきます。なお、答案提出締切日は公開実施日(必着)となります。答案提
出締切日以降に到着した答案用紙(マークシート等)は採点できません。その他詳
細につきましては教材と一緒に送付される
「受講の手引」
をご参照ください。
＜成績表の返却方法＞

にお問い合わせください。
（5）未成年者 ( 20 歳未満 ) が受講申込をする場合には、受講申込書に保護者の方のお名前･ご連絡先が必要となり

の確認ができます。
※郵送での返却はございませんので、ご注意ください。

④申込手続完了後に契約の解約を希望される場合は、本パンフレットP．7記
載の｢東京アカデミー申込規約４．解約･返金等について｣をご精読の上、書
面にて解約申請をしてください。

ことがあります。
4. 解約・返金等について
（1）万一、当規約に違反する行為、その他社会通念上のルールを著しく逸脱した行為等があったと弊社が判断し
た場合、弊社は何ら通知催告することなしにお客様との受講契約を即時解約し、今後お客様との取引をお断
りし、各校舎への立ち入りを禁止する場合があります。
（2）お客様が暴力団、暴力団関係企業、総会屋に所属されていることまたはこれらの関係者その他反社会的勢力
であることが判明したときは、弊社は何等の通知催告を要しないでお客様との受講契約を即時解除すること
ができます。
（3）その他弊社のご利用に際し発生した諸問題については、「東京アカデミー入会者規定｣等弊社が定める諸規定
に基づいて対処させていただきます。
（4）入会手続き完了後に契約の解約を希望される場合は、受講講座開講前、開講後にかかわらず書面にて解約申
請をしてください。
（5）弊社からの返金は、原則、書面により解約申請が毎月20 日までにご提出の場合は当月末、毎月21 日から末日ま
でにご提出の場合は翌月末、となります。
（6）
お申込時の決済に際しクレジットカードをご利用された場合、返金は解約申請月以降のクレジットカード利用
額を減額する形となる場合がございます。
弊社規定の｢返金の特例」、弊社の債務不履行に基づく契約の解除･解約、定員締切の場合を除き、消費者契約法
に基づく弊社の解約規定に従い返金いたします。
なお教育ローンをご利用の場合は、教育ローン解約にかかる手数料等をご負担いただきます。
また、弊社からの返金は、原則として金融機関への振込にて行い、振込手数料をご負担いただきます。
≪解約規定≫
(1) 通学講座
① 講座開講前の解約につきましては、入会金の全額と解約手数料 ( 受講料の 10％ ) を控除した金額を返金いた
します。教材を既にお受け取りになっている場合はご返却ください。なお、使用状況によっては実費を申し
受けます。
② 講座開講後の解約につきましては、入会金･教材費･消化受講料の全額と解約手数料 ( 申込講座未消化期間にか
かる受講料の 30％) を控除した金額を返金いたします。
消化受講料、未消化受講料は、解約申請書受理日を基準に原則として有料講座開講期間の月割りにて計算いたし
ます。
一部科目・講座の解約、コース変更の場合も適用されます。
通学講座の消化期間の算出は、講座開始日 ( 該当コースの第一回目授業開始日 ) の属する月より解約申請書受理
日の属する月までとします。未消化期間の算出は、解約申請書提出日の属する月の翌月から講座終了日 ( 当該コー
スの最終回授業日で面接指導、模擬試験等も含む ) の属する月までとします。
(2) 通信講座
① 弊社からの教材発送前の解約につきましては、入会金の全額と解約手数料 ( 受講料の 10％ ) を控除した金額
を返金いたします。
② 弊社からの教材発送後の解約につきましては、入会金･消化受講料の全額と解約手数料 ( 申込講座未消化期間
にかかる受講料の 30％ ) を控除した金額を返金いたします。ただし、添削未消化期間がある場合でも全添削
ん。
消化受講料、未消化受講料は、実際の添削課題提出の有無にかかわらず、解約申請書受理日を基準に原則として
月割りにて計算いたします。
通信講座の消化期間の算出は、講座開始日 ( 初回教材発送日 ) の属する月より解約申請書受理日の属する月まで
ＯＳカード受付終了日 ) の属する月までとします。

【個人情報保護法に基づく告知】

(3) 短期講習会

最終合格された場合には合格者名簿に氏名･出身学校名を記載させていただきますが、記載を希望
されない場合は、
お申し出ください。個人情報の取扱いに関する弊社の基本方針は、弊社WEBサイト
(www.tokyo-ac.jp)をご覧ください。

確認ください。
5. 閉講について

なっている場合はご返却ください。なお、使用状況によっては実費を申し受けます。
6. 教育ローンについて
弊社が案内する信販会社の教育ローン利用にあたっては、取扱信販会社の審査がございます。審査の結果、教育
ローンをご利用いただけない場合でこれにより入会を断念される場合は、その間の講義の出席及びテキスト等の
使用につき相当額をご負担いただきます。
尚、教育ローンのお支払回数は講座終了月には完済できる回数をお選びいただくことになります。
7. 講座運営について
（1）やむを得ない事情により、講座の担当講師、日程・時間帯等が変更になることがあります。
（2）現在実施中もしくは実施を予定している講座等の運営をやむを得ず中止することがあります。
（3）天候の影響及びストライキなどによって交通機関がストップした場合は休講とする場合があります。その
場合は各校にお問い合わせいただくか、弊社入会者専用の情報確認用インターネットサイト｢マイページの情報｣
･弊社ホームページ･各校ブログにてご確認ください。
8. 休学について
都合により通学講座の休学を希望される場合は、休学を希望されてから 1 年間を限度に許可しますので事務局に
てご相談ください。通信講座における休学はございません。
9. 会員証について
（1）会員証は常に携帯してください。また、他人に貸与または譲渡することはできません。
（2）会員証を紛失または盗難にあった時は、直ちに事務局へお申し出ください。有料 (200 円 ) にて再発行いた
します。
10. 証明書
在籍証明書・修了証明書の発行 ( 無料 ) をご希望される場合は発行いたしますので弊社窓口へお申し出ください。
ただし、通学定期購入に在籍証明書を使用することはできません。
また、10 年以上前の在籍を証明することは出来ませんのであらかじめご了承ください。
11. 著作権について
（1）弊社が提供する教材 ( 受講に係る教材や講義録音データ等 ) は、著作権法で定める個人の私的目的以外に使
用することはできず、第三者に譲渡、貸与または複製を頒布することはできません。
（2）弊社が提供する教材の内容を記録、抜粋または要約した筆記ノートや文書データ類も、1 号と同様、個人の
私的目的以外に使用することはできず、第三者に譲渡、貸与または複製を領布することはできません。
（3）教室等において受講内容等を収録 ( 録画･録音･撮影等 ) することはできません。不正に収録された場合は直
ちに収録データを完全に削除していただき、削除されたことを確認させていただきます。
（4）教室等において実施された受講内容を記録し、抜粋または要約した筆記ノートや文書データ類も、1号と同様、
個人の私的目的以外に使用することはできず、第三者に譲渡、貸与または複製を領布することはできません。
（5）1号及び 2 号で定める教材 ( 記録・要約したものも含む ) や、3 号及び 4 号で定める受講内容の収録物 ( 記録
･抜粋･要約したものも含む ) を、ブログや YouTube、Facebook や Twitter、Instagram、インターネット
上にアップロードして第三者の閲覧に供することも禁止します。
12. 教育訓練給付制度について
制度の詳細および対象講座については、弊社窓口にてお問い合わせください。
13. 自習室について
通学講座、短期講習会受講の方には各校が指定した教室を自習室としてご利用いただくことができます。ただし、
事情により自習室が使用できないこともありますので、あらかじめご了承ください。
14. 免責事項
弊社の講座等をご利用になり、その結果としてお客様の知識・技能等の向上、入学、就職等の目的が達成できなかっ
たとしても、弊社は一切の責任を負いかねます。
本試験の申込みは講座申込みとは別に必要です。本試験の申込期間等は年度によって異なる場合がありますので、
各自の責任のもと本試験への出願を行っていただきます。
15. 準拠法および合意管轄
（1）当規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
（2）お客様と弊社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判
所とします。
16. 規約の変更
（1）当規約は、予告なく変更することがあります。
（2）強行法規の改正等により、当規約の一部が同法規に抵触する場合には、当該部分を同法規の定めに従い変更
したものといたします。
17. 施行日
2018 年 8 月 8 日施行

① 講座開講前の解約につきましては、入会金の全額と解約手数料 ( 受講料の 10％ ) を控除した金額を返金いた
します。教材を既にお受け取りになっている場合はご返却ください。なお、使用状況によっては実費を申し
受けます。
② 講座開講後の解約につきましては、入会金・教材費・消化受講料の全額と解約手数料 ( 未消化期間にかかる受
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講校舎以外での振替受講及び重複受講を認めている講座がございますが、座席に余裕が無い場合は受講できない

とします。未消化期間の算出は、解約申請書提出日の属する月の翌月から講座終了日 ( 添削期間終了日、かつＳ

しませんので、あらかじめご了承ください。
③会場受験の場合、申込締切日前に定員締切となる場合がございます。

受講校舎、受講コースによっては定員になり次第申込受付を締め切らせていただく場合もございます。また、受

課題を完了 ( 添削済課題が全回分弊社より返却し、受領されていること ) された方は返金の対象とはなりませ

模試の成績表は WEB 会員マイページへ配信されます。スマホや PC から成績

となる場合がございますので、別途｢看護･医療系学校受験対策講座の入会予定者･入会者の皆様へ｣の説明文をご

れない場合は、入金いただいた入会金、受講料及び教材費の全額をお返しいたします。教材を既にお受け取りに

ます。

◎受講料等は、申込手続時に全額お支払いください。

弊社講座において、看護医療系学校受験対策講座の通学講座･通信講座に在籍の受講生は｢特定商取引法｣の対象

ます。その際は、他の講座、コースへの変更についてのご相談をお受けいたします。他の講座、コースを受講さ

異なる場合がございます。また、一部取扱していない講座、コースがございますので直接最寄りの弊社窓口

《受講料等の納入について》

試験問題一式をお受け取りの方は｢受験済｣となりますので予めご了承ください。
(5) 特定商取引法対象講座に係る返金について

インターネット決済・コンビニ決済 (30 万円未満の決済に限ります )･大学生協等代理店 ( 校舎によっては取り扱っ
（4）大学生協等代理店でお申込の場合は、「申込書控｣を必ずお受け取りください。取扱店舗によりお申込方法が

通信講座

模擬試験実施後は実際の受験の有無にかかわらず｢受験済｣といたします。また、自宅受験のお申込みで既に模擬

お申込みいただいた講座、コースが開講日までに開講に必要な定員に達しない場合は、やむを得ず閉講といたし

（6）入会希望者であっても弊社の判断で受講に不適当と見做された場合には入会をお断りすることがあります。

試

模擬試験実施前の解約につきましては、解約手数料（受験料の 10％）を控除した金額を返金いたします。

をお支払いただく場合には、弊社窓口での現金納入･クレジット決済の他、銀行振込 ( 振込手数料申込者負担 )･

3. お申込みの締め切りについて

模

講座実施後は実際の受講の有無にかかわらず、解約申請書受理日以前の講座については｢受講済｣といたします。
(4) 模擬試験

（3）お申込予定のコースの受講料総額 ( 入会金、受講料、教材費などの受講料等内訳 ) をご確認ください。受講料

ていない場合があります ) を利用していただくことができます。

※支払いは一括となります。

講料の 30％) を控除した金額を返金いたします。
消化受講料、未消化受講料は、解約申請書受理日を基準に原則としてコマ割りにて計算いたします。

展開(210+210)×297

