
商品の内容

お申込対象者
・本校に入校される学生さまの親権者（法定代理人）で安定した収入のある方、または安定した収入のある成人学生

資金使途
授業料・管理費（入学金を除く）

利用合計と毎月の支払額 ～
追加のご利用も含めて、お支払いの月々最低支払額は、 ～
ご利用合計額に応じて右記の通りとなります。 ～
なお、利用累計額は１０万円以上500万円以内とします。

分割手数料 平成29年2月1日現在

分割方式（リボルビング払い）
● 通常分割

お申込月の翌月（毎月27日）からあらかじめご指定いただいた金額を支払する方式。ご利用額の50%以内でボーナス加算も可能です。

● ステップアップ分割
在学中はご利用額合計額の元金を据置、分割手数料のみを納付。卒業後は「通常分割方式」に準じた方式でのお支払いとなります。

● 親子リレー返済
ご就職後にお支払いを学生（ご子息）に引継ぐプランです。お支払い口座をご子息の口座に変更ができます。

毎月支払日・支払方法
毎月27日（休日の場合は翌営業日）/民間金融機関(ゆうちょ銀行含む)の口座振替

お申込の流れ

お問合わせ先

最低支払額

 50万円以下 　6,000円
100万円以下

利用合計額

18,000円

 10万円以上

実質年率 (固定)4.8%

150万円以下100万円超
 50万円超 12,000円

薬剤師国家資格取得を目指す方へ 

クレジットご利用合計額に応じて、月々のお支払額が 

設定できます。(千円単位） 
 

お支払途中の一部繰上返済もできます。 

一部繰上返済の事務手数料は不要です。 
（一部繰上返済は最低3万円以上、1万円単位） 

ご契約時に設定いただいた月々のお支払額は、 

途中でいつでも変更いただけます。 
（お支払額の変更は増額のみとなります。） 

納付の時期に都度お申込いただく商品です。一つにまとめ 

てのお支払いが可能です。月々のお支払額は、変わらない 
ので安心してご利用いただくことができます。 
（ご利用合計に応じた最低お支払額以上の場合に限ります。） 

こちらのＱＲコードから月々の 
お支払額の試算ができます。 
分割払手数料率 4.8% 
 

時下益々ご健勝のこととお慶び申しあげます。さて、本校では株式会社オリエントコーポレーション（以下、オリコ）と提携し、 
教育ローン制度「スクールプラン」を導入いたしております。「スクールプラン」は授業料・管理費などの学費を簡単な手続きで 

ご利用いただけるオリコによる立替払い制度です。 

 

申込書をファーマプロダクトに 
ご請求下さい。 
 

ご利用希望者 ファーマプロダクト 

ファーマプロダクト オリコ ファーマプロダクト 

ご利用希望者 

  
 

  

 ファーマプロダクト      東京校                                    大阪校                                   福岡校 
           TEL  03-3369-8188       06-6345-7713      092-512-5517  
 

申込書をご利用希望者に 
お渡し致します。 
 

申込書に必要事項を記入後、 
ファーマプロダクトに 
ご返送下さい。 

申込書をオリコに提出。 
    （FAX対応可） 
 

お申込者様宛に記載内容の 
確認の電話をいたします。 
 

借入決定後、オリコからファーマ 
プロダクトに授業料・管理費が 
納入されます。 

 ファーマ通信予備校   札幌校                     金沢校                    広島校                    徳島校 
        TEL      011-756-0055   076-234-5588   082-246-1459 088-622-1588 
  



■通常分割の場合                                                                   分割手数料4.8%
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支払回数（期間） 分割払い手数料 お支払総額

東京・大阪校　ライブ講義1年コース　入学金を除く授業料・管理費　926,640円

（最終回 13,615
183,847 1,110,487

円
18,000
24,000 （最終回

ご利用金額 月々の支払額

93 回・カ月

926,640
12,000 （最終回 6,487

991,046
528 43 回・カ月 81,888

58 回・カ月 112,975 1,039,615

■　ステップアップ分割の場合　在学中は月々3,706円。卒業後は通常分割に準じたお支払いとなります。

　　（在学期間：1年、卒業後、月々12,000円の場合）

　　在学中は月々3,706円×12回（ヶ月）卒業後は月々12,000円×92回（ヶ月）（最終回6,487円）。お支払総額1,154,959円。お支払回数105回（ヶ月）

1,008,528
30,000 （最終回 1,046 34 回・カ月 64,406

108,855 841,095

ご利用金額 月々の支払額 支払回数（期間） 分割払い手数料

18,000 （最終回 8,766 45

お支払総額

12,000 （最終回 1,095 71 回・カ月

回・カ月 68,526 800,766
24,000 （最終回 14,481 33 回・カ月 50,241 782,481

分割払い手数料 お支払総額

回・カ月 39,790 772,030
■　ステップアップ分割の場合　在学中は月々2,928円。卒業後は通常分割に準じたお支払いとなります。

30,000 （最終回 22,030 26

18,000 （最終回 17,986

24,000 （最終回

　　（在学期間：1年、卒業後、月々12,000円の場合）

　　在学中は月々2,928円×12回（ヶ月）卒業後は月々12,000円×70回（ヶ月）（最終回1,095円）。お支払総額876,231円。お支払回数83回（ヶ月）

ご利用金額 月々の支払額 支払回数（期間）

87 回・カ月 160,566 1,033,20612,000 （最終回 1,206

回・カ月 72,248
54 回・カ月 99,346 971,986

944,888

　　（在学期間：1年、卒業後、月々12,000円の場合）

30,000 （最終回 29,564 31 回・カ月 56,924

回・カ月

929,564
8,888 40

701,253

ご利用金額 月々の支払額 支払回数（期間） 分割払い手数料

■　ステップアップ分割の場合　在学中は月々3,490円。卒業後は通常分割に準じたお支払いとなります。

660,468

　　在学中は月々3,490円×12回（ヶ月）卒業後は月々12,000円×86回（ヶ月）（最終回1,206円）。お支払総額1,075,086円。お支払回数99回（ヶ月）

（最終回 7,342 38

お支払総額

12,000 （最終回 5,253 59

22

77,013
49,102 673,342

24,000 （最終回 12,468 28 回・カ月 36,228

　　在学中は月々2,496×12回（ヶ月）卒業後は月々12,000円×58回（ヶ月）（最終回5,253円）。お支払総額731,205円。お支払回数71回（ヶ月）

732,240 円

872,640 円

18,000
円

回・カ月 28,816 653,056

624,240
回・カ月

東京校　通学通信講義1年コース　入学金を除く授業料・管理費　732,240円

福岡校　ライブ講義1年コース　入学金を除く授業料・管理費　872,640円

札幌・金沢・広島・徳島校　通学通信講義１年コース　入学金を除く授業料・管理費  624,240円

　　（在学期間：1年、卒業後、月々12,000円の場合）

■　ステップアップ分割の場合　在学中は月々2,496円。卒業後は通常分割に準じたお支払いとなります。

30,000 （最終回 23,056

スクールプランのお支払例 
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