
受講料

合計（税別）

授　業　料

入　学　金

※表示金額は全て税別となります。 ※コース名、内容は変更となる場合もあります。

産廃処理代
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￥
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入学までの流れ

「一般」申込

書類選考後、願書受付順にて「合格証」発送。

入学許可証発送

①入学願書
②推薦状 (陶友会正会員からの推薦がある場合 )
③あれば、卒業見込証明書または免許証のコピー
　※免許は医師免許や歯科技工士免許など。

合格証の記載事項に従って学費振込。
分割支払いの場合は申込金振込。

振込みを確認後、入学許可証を発送。

出願書類提出

合格証発送

学費振込

授業料残金一括前納。

選考試験日より2週間程で通知。
否合格でも入学を希望される場合は、
一般入学とし、「入学金免除」となります。

①入学願書（※項目｢特待申込｣にチェック）
②特待用書類選考用紙
③推薦状 (陶友会正会員からの推薦がある場合 )
④あれば、卒業見込証明書または免許証のコピー
　※免許は医師免許や歯科技工士免許など。

「特待」申込

入学許可証発送

マスターＤＴコースのみ対象

デンタルアカデミー東京にて試験開催

受験票に試験日が記載されています。

振込みを確認後、入学許可証を発送。

選考試験

学費振込

受験票送付

出願書類提出

合否通知書送付

分割支払いについて

頭　金 入学金 各月支払額 支払総額（税別）分割事務手数料産廃処理代

マスターDTコース 753,000￥34,250￥12,000￥6,000￥50,000￥274,000￥

分割支払いでは「申込金」として、頭金＋入学金＋産廃処理代＋分割事務手数料＋各月支払額(初月分)をご請求しています。

S特待・Ａ特待生の方は分割でのお支払は受け付けておりません。

※学生の方で授業料入金後、何らかの理由により卒業出来ない場合、或いは国家試験不合格の場合は正式な書面により年間費用の返却を致します。

マスターDTコースのみ受付
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￥

募集要項 2018.2019年度 デンタルアカデミー東京

マスターＤＴ
コース

インプラント
コース

エピテーゼ
コース

インプラントEX
コース

以下の項目いずれか１つに該当する場合は、入学金を免除します。

入学金 免除

○ 陶友会の正会員である場合。
○ 陶友会正会員による推薦(要推薦状)
◯ 日本歯科技工士会会員
◯ 日本歯科技工所協会会員及びその従業員
◯ 特待試験受験者

キャリア形成促進助成金制度

事業所に在籍されている方は、「キャリア形成促進助成金制度」をご活用ください。
申請は最寄りのハローワークや労働局になります。

その他優待制度

3月2月1月12月11月10月9月8月 4月

※スケジュールは予定変更となる場合もあります。

スケジュール

7月

特待生制度
選考試験&発表

4月授業開始10月授業開始

申込締切9月末 申込締切3月末

歯科大学、技工士学校、衛生士学校 のいずれか卒業見込み。
または、歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士 のいずれかの
資格、免許を所持。

■ 出願資格

(1) 書類審査
(2) 筆記試験（パーソナリティ診断、基礎能力診断）
(3) 実技試験（カービング）
(4) 面接

■ 選考方法

５名程度■ 募集定員

※別途 廃棄物処理費 (¥6,000/ 年 ) がかかります
※表示金額は全て税別となります。

特待生制度

生活態度が良好であり、歯科医療に対して前向きに考え、歯科医療を

通して積極的に社会に貢献しようと考える方を対象にした制度です。

選考の結果、特待生と認定された方は右記の特典が受けられます。

マスターＤＴコースのみ対象

特待生
S 入学金免除

50授業料 免除％
免除額合計： ¥392,500

特待生
A 入学金免除

20授業料 免除％
免除額合計： ¥187,000

2018年 12月 1日（土）9：30～■ 試験日程

見学は随時受け付けています。
事務局まで希望日をご連絡ください。

申込締切1月末

2月授業開始

2019年度 特待生募集中

4月

200,000

150,000
50,000

￥

￥
￥

チェアサイドカラーリング
コース

2月4月 10月 10月授 業 開 始



第１回 4/20 Sat 4/21 Sun

第２回 5/25 Sat 5/26 Sun

第３回 6/22 Sat 6/23 Sun

第４回 7/27 Sat 7/28 Sun

第５回 8/24 Sat 8/25 Sun

第６回 9/28 Sat 9/29 Sun

第１回 10/26 Sat 10/27 Sun

第２回 11/23 Sat 11/24 Sun

第３回 12/21 Sat 12/22 Sun

第４回 1/25 Sat 1/26 Sun

第５回 2/22 Sat 2/23 Sun

第６回 3/28 Sat 3/29 Sun

第１回 10/5 Sat 10/6 Sun

第２回 11/9 Sat 11/10 Sun

第３回 12/14 Sat 12/15 Sun

第４回 1/11 Sat 1/12 Sun

第５回 2/8 Sat 2/9 Sun

第６回 3/14 Sat 3/15 Sun

第１回 Sun

第２回 Sun

第３回 Sun

※上記日程は都合による変更となる可能性もございます。最新の日程はホームページ上で公開予定です。

デンタルアカデミー東京
2019年度各コース日程表

Dental Academy Tokyo 2018 course schedule

お問合せ先
デンタルアカデミー東京事務局　担当：深沢

〒373-0015 群馬県太田市東新町672
TEL：0276-20-5670　FAX：0276-20-5671

インプラント
コース

Implant course

エピテーゼ
コース

Epithese course

チェアサイド
カラーリング

コース
chairside coloring course

2019

2019

2019

2020

インプラントEX
コース

Implant EX course

2019

Sat…13:00-18:00
Sun…10:00-17:00

2020

Sun… 10:00-17:00

Sat…13:00-18:00
Sun… 9:00-17:00

5/12

6/2

7/7

Sat…13:00-18:00
Sun… 9:00-17:00

※ The above schedule may change due to circumstances. The latest schedule is scheduled to be released on the website.



デンタルアカデミー東京

志
望
コ
ー
ス

受付No.

会計印

写　真

・背景のない上半身脱帽　
・３ケ月以内　

(4×3cm)

氏
名

住
所
/
連
絡
先

履
歴

所
属
先

備考

フリガナ

フリガナ

才

男    女 生年月日(西暦)

携帯

TEL

FAX

年　　月 年　　月

年　　月 年　　月

年　　月 年　　月

年　　月 年　　月

年　　月 年　　月

高校卒

所属先TEL　　　　　－　　　　－

※　　色の箇所は記入しないで下さい 

□ マスターＤＴコース
□ インプラントコース
□ インプラントEXコース
□ エピテーゼコース
□ チェアサイドカラーリングコース

入 学 願 書

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

名　称

住　所

連絡先メールアドレス：

特待制度 □ 申し込む

□ 歯科医院　□ 歯科技工所
□ 学　　校　□ その他

区　分

電話番号　　　　　           　－　　　      　　　－

左記の者、入学許可の上は在学中
一切の義務と責任を引き受けます。

入学許可の上は熱心に
勉強することを誓約します。

保証人氏名

本人との続柄

住　所

印本人氏名 印

住  所

□ 歯科医師　□ 歯科技工士
□ 歯科衛生士
□ その他

－　　　　－

－　　　　－

－　　　　－

→ 別紙の特待用書類選考用紙も添えてください。 ※マスターDTコースのみ

入学金免除
□ 陶友会正会員
□ 日本歯科技工所協会会員、及びその従業員
□ 日本歯科技工士会会員

左記に当てはまる場
合、チェックを入れ
てください。入学金
が免除となります。会員No.



デンタルアカデミー東京

特待用書類選考用紙 氏 

名

● 入学希望の理由を具体的に明記して下さい。(当校を選んだ理由、現在の状況等)

● 「何」を学び、「どのような」歯科医師（歯科技工士、歯科衛生士）を目指しますか？

● 今までの臨床経験、実習授業等における悩みや疑問点。

● 当校修了後の進路予定。(ラボ・医院勤務やラボ開業、海外勤務など)

※本用紙は入学願書に同封して下さい。

● 当校をどのようにして知りましたか？

　　　　年　　　　　　本

　　　　年　　　　　　本

　　　　年　　　　　　本

　　　　年　　　　　　床

　　　　年　　　　　　本

ポーセレン

ポーセレンメタルフレーム

In, Cr, Bri

デンチャー(PDおよびFD)

その他

● 技工経験について (アルバイトを含む)

● 今の職種を選んだ動機を簡単に書いて下さい。

□ 専門誌（ＱＤＴ ・ 歯科技工 ）

□ インターネット検索

□ 知　人  (　　　　　　様 ) ( 間柄　 　　)

□ その他 (　　 　　　   　　　　)

特待試験受講者のみ提出



1. 諸費用の納入について
合格後に納入した入学金、入学申込金 (材料費等含む )、授業料はいかなる理由があろうと返却の要請は致しません。

ただし、学生で一括前納後、何らかの理由により学校を卒業出来ない場合、或いは国家試験不合格の場合は正式な書面により年間費

用が返却される事を理解しました。

2. 毎月の授業料分納について ( 年間費用一括前納者は除く )

マスター DT コースにおいて分納を希望する場合、毎月の分納額を 8 月、12 月の休校月についても納入致します。当月分の授業料は

当月 20 日までに納入します。4 月分授業料は入学申込金に含まれていますので、5 月分以降を毎月分納とします。納入方法は指定口

座への銀行振込 (振込手数料は自己負担 )とします。(入学後に何ヶ月かをまとめて納入することも可能 )

3. 希望退学及び退学処分時の授業料納入について
希望退学及び退学処分の場合は、退学届出書の受理日と個人器材撤収完了日を退学日と定義します。退学日がその月の 20 日までは

当月分まで、21 日以降は翌月分までを該当授業料とし支払います。未納授業料は退学日より 10 日以内の支払いをもって退学手続き

完了とします。未納授業料が期日より延滞した場合には、別途に延滞金 ( 退学日当日の銀行貸入金利分 ) を加算し支払います。未納

授業料及び延滞金の支払いが期日までになされない場合には保証人が支払います。※なお、年間費用一括前納で希望退学及び退学処

分の場合も諸費用の返金要請は致しません。

4. その他の費用について
・産業廃棄物処理代… 6,000 円 ( 税別 )を年間の産業廃棄物処理代として納入致します。

・卒業費用　　　　… 卒業パーティ費用、約 10,000 円を卒業月に徴収の場合それに応じます。

・陶友会入会金　　… 10,000 円 ( 税込 )を陶友会入会金として卒業月に徴収の場合それに応じます。

・課外授業日　　　… 開催される国際学会が適切な課外授業と判断された場合、その受講登録費を徴収の場合それに応じます。

　　　　　　　　　  ( 受講登録費用は前例から約 2万円前後と思われます )

※その他、特別に費用のかかる場合は事前連絡を受けて承諾したのちに徴収に応じます。

5. 卒業証書の発行について
デンタルアカデミー東京より提示される課題において未提出分があった場合は、正規の卒業証書が授与される事なく仮卒業証書が授

与される事を了承します。そして、その旨の通知が保証人に宛てられる事も了承します。また、未提出分の課題は、卒後でも期限を

設けられる事なく、当校に提出すれば正規の卒業証書が授与される事を理解しました。

提出用

誓　約　書

デンタルアカデミー東京

理事長　宗村裕之　殿

本人　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　住所

保証人氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　住所

上記の誓約事項を遵守し、熱心に授業を受講することを誓約いたします。

年　　月　　日

誓約事項を確認の上、保証人と連

名にて署名捺印し、授業開始日に

提出して下さい。

※マスターＤＴコースのみ提出



1. 諸費用の納入について
合格後に納入した入学金、入学申込金 ( 材料費等含む )、授業料はいかなる理由があろうと返却の要請は応じません。ただし、学生

の方で一括前納後、何らかの理由により学校を卒業出来ない場合、或いは国家試験不合格の場合は正式な書面により年間費用の返却

を致します。

2. 毎月の授業料分納について ( 年間費用一括前納者は除く )

毎月分納を希望される方のため、頭金及び諸経費以外の残金を 12 等分した金額を「毎月の分納額」とします。したがって、8 月、

12 月の休校月についても分納額をお支払い頂きます。当月分の授業料は当月 20 日までに納入とします。4 月分授業料は入学申込金

に含まれていますので、5月分以降を毎月分納とします。納入方法は指定口座への銀行振込 (振込手数料は自己負担 )とします。(入

学後に何ヶ月かをまとめて納入することも可能 )

3. 希望退学及び退学処分時の授業料納入について
希望退学及び退学処分の場合は、退学届出書の受理日と個人器材撤収完了日を退学日と定義します。退学日がその月の 20 日までは

当月分まで、21 日以降は翌月分までを該当授業料とし本人に請求いたします。未納授業料は退学日より 10 日以内の納入をもって退

学手続き完了とします。未納授業料が期日より延滞した場合には、別途に延滞金 ( 退学日当日の銀行借入金利分 ) を加算し本人へ請

求いたします。

未納授業料及び延滞金の支払いが期日までになされない場合には保証人様へ請求いたします。

※なお、年間費用一括前納された方が希望退学及び退学処分の場合も諸費用の返金はいたしません。

4. その他の費用について
・産業廃棄物処理代… 6,000 円 ( 税別 )を年間の産業廃棄物処理代として、入学後に納入していただきます。

・卒業費用　　　　… 卒業パーティ費用、約 1万円を卒業月に徴収することがあります。

・陶友会入会金　　… 10,000 円を陶友会 (当校卒業生によるスタディグループ )入会金として卒業月に徴収します。

・課外授業日　　　… 開催される国際学会が適切な課外授業と判断した場合、その受講登録費を徴収します。

　　　　　　　　　　(受講登録費用は前例から約 2万円前後と思われます )

※その他、特別に費用のかかる場合は事前連絡を受けて承諾したのちに徴収に応じます。

5. 卒業証書の発行について
デンタルアカデミー東京より提示される課題において未提出分があった場合は、正規の卒業証書ではなく仮卒業証書を授与します。

そして、その旨の通知が保証人にも宛てられます。また、未提出分の課題は、卒後でも期限を設けることなく、当校に提出すれば正

規の卒業証書を授与します。

本人保管用

誓　約　事　項

上記の誓約事項を確認の上、別紙｢誓約書 (提出用 )｣に

保証人と連名にて署名捺印し授業開始日に当校にて必ず提出して下さい。

デンタルアカデミー東京

理事長　宗村裕之

東京都文京区本郷 2-8-1 寿山堂ビル 5F

TEL：03-3811-0223　FAX：03-3811-0240

以上

備　考

1. 領収証の発行について
原則として、領収証は発行いたしません。各金融機関より発行される振込票を領収書としてご利用ください。



陶友会正会員から推薦を得られ、本推薦状を提出された場合、入学金を免除致します。

デンタルアカデミー東京　御中

印

左記の者の入学を推薦いたします。氏　名

入 学 推 薦 状

　年　　　月　　　日

所 属 先

推 薦 者 住 所

推 薦 者 氏 名
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