
150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘2A
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support@s-b-g.org    http://www.s-b-g.org/
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2022年度

多摩美術大学 各デザイン学科　1,1倍
武蔵野美術大学 各デザイン学科　1,1倍

多摩美術大学　50/57名  1.1倍

グラフィックデザイン学科 14/18　1.2倍 
プロダクトデザイン専攻  1/1　合格率100％ 
テキスタイルデザイン専攻  4/4　合格率100％ 
情報デザインコース 10/10　合格率100％ 
メディア芸術コース  6/7　1.1倍 
統合デザイン学科 12/14　1.1倍 
環境デザイン学科 3/3　合格率100％

武蔵野美術大学　23/26名  1.1倍  

視覚伝達デザイン学科 6/8　1.3倍 
空間演出デザイン学科  5/5　合格率100% 
基礎デザイン学科  3/3　合格率100% 
デザイン情報学科  4/4　合格率100% 
映像学科 2/3　1.5倍 
CI学科 3/3　1.0倍　合格率100%
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夏期講習会2022
●太線内を黒ボールペンではっきりわかり易く楷書体で記入してください。

印

都・道

府・県

都・道・区
府・県・町　立
市・国・私 ※学校名は正式名称で記入してください

在学中    １ ・ ２ ・ ３ 年
卒業         西暦　      年３月
認定試験合格 西暦　　      年

写真貼付欄

・4×3cm
・3ヶ月以内に
撮影したもの。
裏面に氏名を記入すること。

〒 - 電話      　  (       　  )

氏　　　名

フ リ ガ ナ 性 　 別

出身/在学校名

現　住　所

申込コース

※
○と○2は
授業内容が
同じになります
例=AとA2

西暦　  　　　年　　　　月　　　　日　　　　　才

 ▼申込コースにチェックをいれてください

入学推薦書

最終学歴

切り取って提出してください

2022
多摩美術大学　   /グラフィックデザイン学科・情報デザイン学科・生産デザイン学科(テキスタイルデザイン専攻・プロダクトデザイン専攻)・統合デザイン学科
　　　　　　　　　環境デザイン学科・演劇舞踏デザイン学科(劇場美術デザインコース)・芸術学科

日程 授業時間　昼/9:00～16:00　＋　夜間/17:00～20:00　　1日に2課題を制作します

※1コース＝5日間　※各コース、デッサン・デザイン両方とも行います

対応学科

そろそろ受験勉強に本気になる夏期講習会。本学院の講習会は昼の授業6時間に加え、夜間特訓3時間が含まれた1日9時間の濃密授業。
個人のレべルにあわせて指導をしつつ、浪人生・現役生関係なく切磋琢磨できるような課題を行います。多摩美術大学や武蔵野美術大学
すべてのデザイン学科への受験を視野にいれた課題を全受講生共通で行います。進路が変わっても対応出来るようなデザインの見る目や
描写力・表現力そして応用力を養います。一緒にデザインをはじめましょう。

 ・入学申込書の提出と受講料の納入をもって申込み完了とさせていただきます。

 ・申込み受付は定員になり次第締め切らせていただきます。 

　第1回締切り→6/15  第2回締切り→7/13

 ・納入済の学費の返金は致しません。ただし定員締切により

　入学が出来なかった場合のみ全額返金致します。

 ・夜間の授業も連動しているため昼間のみ、夜間のみの受講は出来ません。

　受講生の諸事情によりどちらかの授業を欠席することは可能ですが、

　その際の受講料の割引、返金等は致しかねます。ご了承ください。 

 ・通学定期、学割は利用できません。車、自転車、オートバイによる通学は禁止致します。

 ・学院内は禁煙です。

 ・学院内に画材店はございません。使用画材はあらかじめご用意ください。ただし、

　画用紙とケント紙のみ学院内で購入することが出来ます。

 ・講習会生は今までの作品をお持ちください。 講習会期間中、随時面談を行います。

■納入方法は銀行振込に限ります
※学生の名前、または保護者様の名前で振込んでください。
※銀行振込確認書またはATMご利用明細のコピーを申込時に必ず同封・提出してください。

※渋谷美術学院はMARVIN合同会社が運営しております。

1、渋谷美術学院HPのお問い合わせフォームより、必要事項を記入し、
   ご用件内容欄に「夏期講習会受講申込」と明記の上、送信してください。　
　※必ず空き状況を確認してください

2、「夏期講習会申込書」に必要事項を記入

3、受講料納入

4、「夏期講習会申込書」と「振込確認書」を提出してください。

■振込口座　下記の指定口座にお振込ください

b 郵送提出　渋谷美術学院宛に簡易書留にてお送りください。

■提出方法   
a 直接提出　渋谷美術学院までお越しいただき、直接提出してください。

2022年6月3日（金）より受付開始
受付時間   月-金   10:00～19:00

入学金免除特典　以下の方は入学金（20,000円）免除の特典対象となります。
  ・基礎科、通信科在籍生 ・春期講習会受講生 ・高等学校の先生からの推薦状提出の方

みずほ銀行　　渋谷中央支店　　 普通1569040　　 ﾏｰｳ ｨ゙ﾝ(ﾄ゙

  20,000

1   66,000

2   132,000

3  198,000

4   264,000

5   330,000

武蔵野美術大学　/視覚伝達デザイン学科・デザイン情報学科・基礎デザイン学科・空間演出デザイン学科・工芸工業デザイン学科・芸術文化学科　ほか

選べるコース
1コース　66,000円＋入学金20,000円（在籍中の生徒は不要）

※○と○2は授業内容が同じになります。例=AとA2

HPお問合わせフォーム

http://s-b-g.org/contact.html

■必要書類

申込手続

・ 夏期講習会入学申込書（本書）
・ 写真1枚（4×3cm / 3ヶ月以内に撮影のもの。
　 スナップ写真等でもかまいません。所定の位置に貼付してください。）
・ 受講料銀行振込確認書（コピー可）

学費納入方法
■納入方法は銀行振込に限ります
学生の名前、または保護者様の名前で振込んでください。
銀行振込確認書またはATMご利用明細のコピーを必ず同封・提出してください。
　　　

　:   みずほ銀行　渋谷中央支店　普通1569040　ﾏｰｳ ｨ゙ﾝ(ﾄ゙
　　　　　　　　　　　　　　　　 渋谷美術学院はMARVIN合同会社が運営しております。

■お申込み手順
1、渋谷美術学院HPお問合わせフォームより「受講申込」の旨を送信
　※必ず空き状況を確認してください
2、受講料納入（銀行振込に限ります）
3、夏期講習会申込書に必要事項を記入してください
4、必要書類を直接提出、またはご郵送ください

■振込口座

■受付及び送付先 / 渋谷美術学院　
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘2A　
電話/ 03 6452 5920   FAX/ 03 6452 5940  月-金/ 10:00→19:00

 ・夏期講習会申込書の提出と受講料の納入をもって申込み完了とさせていただきます。

 ・申込み受付は定員になり次第締め切らせていただきます。

 ・納入済の学費は如何なる理由においても返金は致しません。
　ただし、定員締切りにより入学が出来なかった場合のみ全額返金致します。

 ・通学定期、学割は利用できません。車、自転車、オートバイによる通学は禁止致します。

 ・学院内は禁煙です。 ・学院内に画材店はございません。使用画材はあらかじめご用意ください。

 ・画用紙、ケント紙のみ学院内で購入が出来ます。

注意事項

HPお問合わせフォーム

生 年 月 日

受講コース・受講料

お申込方法

注意事項

申込み受付は定員になり次第
締め切らせていただきます。 

150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘2A

TEL / 03 6452 5920   FAX / 03 6452 5940
support@s-b-g.org    http://www.s-b-g.org/

7 16 9 3

A　 7/16-20

A2　7/21-25

B　 7/26-30

B2　7/31-8/4

C　 8/5-9

C2　8/10-14

D　 8/15-19

D2　8/20-24

E　 8/25-29

E2　8/30-9/3

A　 7/16-20　　□
A2　7/21-25　　□
B　 7/26-30　　□
B2　7/31-8/4　   □
C　 8/5-9　　　□
C2　8/10-14　　□
D　 8/15-19　　□
D2　8/20-24　　□
E　 8/25-29　　□
E2　8/30-9/3　   □

夏期講習会2022
●太線内を黒ボールペンではっきりわかり易く楷書体で記入してください。

印

都・道

府・県

都・道・区
府・県・町　立
市・国・私 ※学校名は正式名称で記入してください

在学中    １ ・ ２ ・ ３ 年
卒業         西暦　      年３月
認定試験合格 西暦　　      年
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・4×3cm
・3ヶ月以内に
撮影したもの。
裏面に氏名を記入すること。

〒 - 電話      　  (       　  )

氏　　　名

フ リ ガ ナ 性 　 別

出身/在学校名

現　住　所

申込コース

※
○と○2は
授業内容が
同じになります
例=AとA2

西暦　  　　　年　　　　月　　　　日　　　　　才

 ▼申込コースにチェックをいれてください
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最終学歴

切り取って提出してください
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 ・入学申込書の提出と受講料の納入をもって申込み完了とさせていただきます。

 ・申込み受付は定員になり次第締め切らせていただきます。 

　第1回締切り→6/15  第2回締切り→7/13

 ・納入済の学費の返金は致しません。ただし定員締切により

　入学が出来なかった場合のみ全額返金致します。

 ・夜間の授業も連動しているため昼間のみ、夜間のみの受講は出来ません。

　受講生の諸事情によりどちらかの授業を欠席することは可能ですが、

　その際の受講料の割引、返金等は致しかねます。ご了承ください。 

 ・通学定期、学割は利用できません。車、自転車、オートバイによる通学は禁止致します。

 ・学院内は禁煙です。

 ・学院内に画材店はございません。使用画材はあらかじめご用意ください。ただし、

　画用紙とケント紙のみ学院内で購入することが出来ます。

 ・講習会生は今までの作品をお持ちください。 講習会期間中、随時面談を行います。

■納入方法は銀行振込に限ります
※学生の名前、または保護者様の名前で振込んでください。
※銀行振込確認書またはATMご利用明細のコピーを申込時に必ず同封・提出してください。

※渋谷美術学院はMARVIN合同会社が運営しております。

1、渋谷美術学院HPのお問い合わせフォームより、必要事項を記入し、
   ご用件内容欄に「夏期講習会受講申込」と明記の上、送信してください。　
　※必ず空き状況を確認してください

2、「夏期講習会申込書」に必要事項を記入

3、受講料納入

4、「夏期講習会申込書」と「振込確認書」を提出してください。

■振込口座　下記の指定口座にお振込ください

b 郵送提出　渋谷美術学院宛に簡易書留にてお送りください。

■提出方法   
a 直接提出　渋谷美術学院までお越しいただき、直接提出してください。

2022年6月3日（金）より受付開始
受付時間   月-金   10:00～19:00

入学金免除特典　以下の方は入学金（20,000円）免除の特典対象となります。
  ・基礎科、通信科在籍生 ・春期講習会受講生 ・高等学校の先生からの推薦状提出の方
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■必要書類
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・ 写真1枚（4×3cm / 3ヶ月以内に撮影のもの。
　 スナップ写真等でもかまいません。所定の位置に貼付してください。）
・ 受講料銀行振込確認書（コピー可）

学費納入方法
■納入方法は銀行振込に限ります
学生の名前、または保護者様の名前で振込んでください。
銀行振込確認書またはATMご利用明細のコピーを必ず同封・提出してください。
　　　

　:   みずほ銀行　渋谷中央支店　普通1569040　ﾏｰｳ ｨ゙ﾝ(ﾄ゙
　　　　　　　　　　　　　　　　 渋谷美術学院はMARVIN合同会社が運営しております。

■お申込み手順
1、渋谷美術学院HPお問合わせフォームより「受講申込」の旨を送信
　※必ず空き状況を確認してください
2、受講料納入（銀行振込に限ります）
3、夏期講習会申込書に必要事項を記入してください
4、必要書類を直接提出、またはご郵送ください

■振込口座

■受付及び送付先 / 渋谷美術学院　
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘2A　
電話/ 03 6452 5920   FAX/ 03 6452 5940  月-金/ 10:00→19:00

 ・夏期講習会申込書の提出と受講料の納入をもって申込み完了とさせていただきます。

 ・申込み受付は定員になり次第締め切らせていただきます。

 ・納入済の学費は如何なる理由においても返金は致しません。
　ただし、定員締切りにより入学が出来なかった場合のみ全額返金致します。

 ・通学定期、学割は利用できません。車、自転車、オートバイによる通学は禁止致します。

 ・学院内は禁煙です。 ・学院内に画材店はございません。使用画材はあらかじめご用意ください。

 ・画用紙、ケント紙のみ学院内で購入が出来ます。

注意事項

HPお問合わせフォーム

生 年 月 日

受講コース・受講料

お申込方法

注意事項

申込み受付は定員になり次第
締め切らせていただきます。 

150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘2A

TEL / 03 6452 5920   FAX / 03 6452 5940
support@s-b-g.org    http://www.s-b-g.org/

7 16 9 3

A　 7/16-20

A2　7/21-25

B　 7/26-30

B2　7/31-8/4

C　 8/5-9

C2　8/10-14

D　 8/15-19

D2　8/20-24

E　 8/25-29

E2　8/30-9/3

A　 7/16-20　　□
A2　7/21-25　　□
B　 7/26-30　　□
B2　7/31-8/4　   □
C　 8/5-9　　　□
C2　8/10-14　　□
D　 8/15-19　　□
D2　8/20-24　　□
E　 8/25-29　　□
E2　8/30-9/3　   □



夏期講習会2022
●太線内を黒ボールペンではっきりわかり易く楷書体で記入してください。

印

都・道

府・県

都・道・区
府・県・町　立
市・国・私 ※学校名は正式名称で記入してください

在学中    １ ・ ２ ・ ３ 年
卒業         西暦　      年３月
認定試験合格 西暦　　      年

写真貼付欄

・4×3cm
・3ヶ月以内に
撮影したもの。
裏面に氏名を記入すること。

〒 - 電話      　  (       　  )

氏　　　名

フ リ ガ ナ 性 　 別

出身/在学校名

現　住　所

申込コース

※
○と○2は
授業内容が
同じになります
例=AとA2

西暦　  　　　年　　　　月　　　　日　　　　　才

 ▼申込コースにチェックをいれてください

入学推薦書

最終学歴

切り取って提出してください

2022
多摩美術大学　   /グラフィックデザイン学科・情報デザイン学科・生産デザイン学科(テキスタイルデザイン専攻・プロダクトデザイン専攻)・統合デザイン学科
　　　　　　　　　環境デザイン学科・演劇舞踏デザイン学科(劇場美術デザインコース)・芸術学科

日程 授業時間　昼/9:00～16:00　＋　夜間/17:00～20:00　　1日に2課題を制作します

※1コース＝5日間　※各コース、デッサン・デザイン両方とも行います

対応学科

そろそろ受験勉強に本気になる夏期講習会。本学院の講習会は昼の授業6時間に加え、夜間特訓3時間が含まれた1日9時間の濃密授業。
個人のレべルにあわせて指導をしつつ、浪人生・現役生関係なく切磋琢磨できるような課題を行います。多摩美術大学や武蔵野美術大学
すべてのデザイン学科への受験を視野にいれた課題を全受講生共通で行います。進路が変わっても対応出来るようなデザインの見る目や
描写力・表現力そして応用力を養います。一緒にデザインをはじめましょう。

 ・入学申込書の提出と受講料の納入をもって申込み完了とさせていただきます。

 ・申込み受付は定員になり次第締め切らせていただきます。 

　第1回締切り→6/15  第2回締切り→7/13

 ・納入済の学費の返金は致しません。ただし定員締切により

　入学が出来なかった場合のみ全額返金致します。

 ・夜間の授業も連動しているため昼間のみ、夜間のみの受講は出来ません。

　受講生の諸事情によりどちらかの授業を欠席することは可能ですが、

　その際の受講料の割引、返金等は致しかねます。ご了承ください。 

 ・通学定期、学割は利用できません。車、自転車、オートバイによる通学は禁止致します。

 ・学院内は禁煙です。

 ・学院内に画材店はございません。使用画材はあらかじめご用意ください。ただし、

　画用紙とケント紙のみ学院内で購入することが出来ます。

 ・講習会生は今までの作品をお持ちください。 講習会期間中、随時面談を行います。

■納入方法は銀行振込に限ります
※学生の名前、または保護者様の名前で振込んでください。
※銀行振込確認書またはATMご利用明細のコピーを申込時に必ず同封・提出してください。

※渋谷美術学院はMARVIN合同会社が運営しております。

1、渋谷美術学院HPのお問い合わせフォームより、必要事項を記入し、
   ご用件内容欄に「夏期講習会受講申込」と明記の上、送信してください。　
　※必ず空き状況を確認してください

2、「夏期講習会申込書」に必要事項を記入

3、受講料納入

4、「夏期講習会申込書」と「振込確認書」を提出してください。

■振込口座　下記の指定口座にお振込ください

b 郵送提出　渋谷美術学院宛に簡易書留にてお送りください。

■提出方法   
a 直接提出　渋谷美術学院までお越しいただき、直接提出してください。

2022年6月3日（金）より受付開始
受付時間   月-金   10:00～19:00

入学金免除特典　以下の方は入学金（20,000円）免除の特典対象となります。
  ・基礎科、通信科在籍生 ・春期講習会受講生 ・高等学校の先生からの推薦状提出の方

みずほ銀行　　渋谷中央支店　　 普通1569040　　 ﾏｰｳ ｨ゙ﾝ(ﾄ゙

  20,000

1   66,000

2   132,000

3  198,000

4   264,000

5   330,000

武蔵野美術大学　/視覚伝達デザイン学科・デザイン情報学科・基礎デザイン学科・空間演出デザイン学科・工芸工業デザイン学科・芸術文化学科　ほか

選べるコース
1コース　66,000円＋入学金20,000円（在籍中の生徒は不要）

※○と○2は授業内容が同じになります。例=AとA2

HPお問合わせフォーム

http://s-b-g.org/contact.html

■必要書類

申込手続

・ 夏期講習会入学申込書（本書）
・ 写真1枚（4×3cm / 3ヶ月以内に撮影のもの。
　 スナップ写真等でもかまいません。所定の位置に貼付してください。）
・ 受講料銀行振込確認書（コピー可）

学費納入方法
■納入方法は銀行振込に限ります
学生の名前、または保護者様の名前で振込んでください。
銀行振込確認書またはATMご利用明細のコピーを必ず同封・提出してください。
　　　

　:   みずほ銀行　渋谷中央支店　普通1569040　ﾏｰｳ ｨ゙ﾝ(ﾄ゙
　　　　　　　　　　　　　　　　 渋谷美術学院はMARVIN合同会社が運営しております。

■お申込み手順
1、渋谷美術学院HPお問合わせフォームより「受講申込」の旨を送信
　※必ず空き状況を確認してください
2、受講料納入（銀行振込に限ります）
3、夏期講習会申込書に必要事項を記入してください
4、必要書類を直接提出、またはご郵送ください

■振込口座

■受付及び送付先 / 渋谷美術学院　
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘2A　
電話/ 03 6452 5920   FAX/ 03 6452 5940  月-金/ 10:00→19:00

 ・夏期講習会申込書の提出と受講料の納入をもって申込み完了とさせていただきます。

 ・申込み受付は定員になり次第締め切らせていただきます。

 ・納入済の学費は如何なる理由においても返金は致しません。
　ただし、定員締切りにより入学が出来なかった場合のみ全額返金致します。

 ・通学定期、学割は利用できません。車、自転車、オートバイによる通学は禁止致します。

 ・学院内は禁煙です。 ・学院内に画材店はございません。使用画材はあらかじめご用意ください。

 ・画用紙、ケント紙のみ学院内で購入が出来ます。

注意事項

HPお問合わせフォーム

生 年 月 日

受講コース・受講料

お申込方法

注意事項

申込み受付は定員になり次第
締め切らせていただきます。 

150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘2A

TEL / 03 6452 5920   FAX / 03 6452 5940
support@s-b-g.org    http://www.s-b-g.org/

7 16 9 3

A　 7/16-20

A2　7/21-25

B　 7/26-30

B2　7/31-8/4

C　 8/5-9

C2　8/10-14

D　 8/15-19

D2　8/20-24

E　 8/25-29

E2　8/30-9/3

A　 7/16-20　　□
A2　7/21-25　　□
B　 7/26-30　　□
B2　7/31-8/4　   □
C　 8/5-9　　　□
C2　8/10-14　　□
D　 8/15-19　　□
D2　8/20-24　　□
E　 8/25-29　　□
E2　8/30-9/3　   □

夏期講習会2022
●太線内を黒ボールペンではっきりわかり易く楷書体で記入してください。

印

都・道

府・県

都・道・区
府・県・町　立
市・国・私 ※学校名は正式名称で記入してください

在学中    １ ・ ２ ・ ３ 年
卒業         西暦　      年３月
認定試験合格 西暦　　      年

写真貼付欄

・4×3cm
・3ヶ月以内に
撮影したもの。
裏面に氏名を記入すること。

〒 - 電話      　  (       　  )

氏　　　名

フ リ ガ ナ 性 　 別

出身/在学校名

現　住　所

申込コース

※
○と○2は
授業内容が
同じになります
例=AとA2

西暦　  　　　年　　　　月　　　　日　　　　　才

 ▼申込コースにチェックをいれてください

入学推薦書

最終学歴

切り取って提出してください

2022
多摩美術大学　   /グラフィックデザイン学科・情報デザイン学科・生産デザイン学科(テキスタイルデザイン専攻・プロダクトデザイン専攻)・統合デザイン学科
　　　　　　　　　環境デザイン学科・演劇舞踏デザイン学科(劇場美術デザインコース)・芸術学科

日程 授業時間　昼/9:00～16:00　＋　夜間/17:00～20:00　　1日に2課題を制作します

※1コース＝5日間　※各コース、デッサン・デザイン両方とも行います

対応学科

そろそろ受験勉強に本気になる夏期講習会。本学院の講習会は昼の授業6時間に加え、夜間特訓3時間が含まれた1日9時間の濃密授業。
個人のレべルにあわせて指導をしつつ、浪人生・現役生関係なく切磋琢磨できるような課題を行います。多摩美術大学や武蔵野美術大学
すべてのデザイン学科への受験を視野にいれた課題を全受講生共通で行います。進路が変わっても対応出来るようなデザインの見る目や
描写力・表現力そして応用力を養います。一緒にデザインをはじめましょう。

 ・入学申込書の提出と受講料の納入をもって申込み完了とさせていただきます。

 ・申込み受付は定員になり次第締め切らせていただきます。 

　第1回締切り→6/15  第2回締切り→7/13

 ・納入済の学費の返金は致しません。ただし定員締切により

　入学が出来なかった場合のみ全額返金致します。

 ・夜間の授業も連動しているため昼間のみ、夜間のみの受講は出来ません。

　受講生の諸事情によりどちらかの授業を欠席することは可能ですが、

　その際の受講料の割引、返金等は致しかねます。ご了承ください。 

 ・通学定期、学割は利用できません。車、自転車、オートバイによる通学は禁止致します。

 ・学院内は禁煙です。

 ・学院内に画材店はございません。使用画材はあらかじめご用意ください。ただし、

　画用紙とケント紙のみ学院内で購入することが出来ます。

 ・講習会生は今までの作品をお持ちください。 講習会期間中、随時面談を行います。

■納入方法は銀行振込に限ります
※学生の名前、または保護者様の名前で振込んでください。
※銀行振込確認書またはATMご利用明細のコピーを申込時に必ず同封・提出してください。

※渋谷美術学院はMARVIN合同会社が運営しております。

1、渋谷美術学院HPのお問い合わせフォームより、必要事項を記入し、
   ご用件内容欄に「夏期講習会受講申込」と明記の上、送信してください。　
　※必ず空き状況を確認してください

2、「夏期講習会申込書」に必要事項を記入

3、受講料納入

4、「夏期講習会申込書」と「振込確認書」を提出してください。

■振込口座　下記の指定口座にお振込ください

b 郵送提出　渋谷美術学院宛に簡易書留にてお送りください。

■提出方法   
a 直接提出　渋谷美術学院までお越しいただき、直接提出してください。

2022年6月3日（金）より受付開始
受付時間   月-金   10:00～19:00

入学金免除特典　以下の方は入学金（20,000円）免除の特典対象となります。
  ・基礎科、通信科在籍生 ・春期講習会受講生 ・高等学校の先生からの推薦状提出の方

みずほ銀行　　渋谷中央支店　　 普通1569040　　 ﾏｰｳ ｨ゙ﾝ(ﾄ゙

  20,000

1   66,000

2   132,000

3  198,000

4   264,000

5   330,000

武蔵野美術大学　/視覚伝達デザイン学科・デザイン情報学科・基礎デザイン学科・空間演出デザイン学科・工芸工業デザイン学科・芸術文化学科　ほか

選べるコース
1コース　66,000円＋入学金20,000円（在籍中の生徒は不要）

※○と○2は授業内容が同じになります。例=AとA2

HPお問合わせフォーム

http://s-b-g.org/contact.html

■必要書類

申込手続

・ 夏期講習会入学申込書（本書）
・ 写真1枚（4×3cm / 3ヶ月以内に撮影のもの。
　 スナップ写真等でもかまいません。所定の位置に貼付してください。）
・ 受講料銀行振込確認書（コピー可）

学費納入方法
■納入方法は銀行振込に限ります
学生の名前、または保護者様の名前で振込んでください。
銀行振込確認書またはATMご利用明細のコピーを必ず同封・提出してください。
　　　

　:   みずほ銀行　渋谷中央支店　普通1569040　ﾏｰｳ ｨ゙ﾝ(ﾄ゙
　　　　　　　　　　　　　　　　 渋谷美術学院はMARVIN合同会社が運営しております。

■お申込み手順
1、渋谷美術学院HPお問合わせフォームより「受講申込」の旨を送信
　※必ず空き状況を確認してください
2、受講料納入（銀行振込に限ります）
3、夏期講習会申込書に必要事項を記入してください
4、必要書類を直接提出、またはご郵送ください

■振込口座

■受付及び送付先 / 渋谷美術学院　
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘2A　
電話/ 03 6452 5920   FAX/ 03 6452 5940  月-金/ 10:00→19:00

 ・夏期講習会申込書の提出と受講料の納入をもって申込み完了とさせていただきます。

 ・申込み受付は定員になり次第締め切らせていただきます。

 ・納入済の学費は如何なる理由においても返金は致しません。
　ただし、定員締切りにより入学が出来なかった場合のみ全額返金致します。

 ・通学定期、学割は利用できません。車、自転車、オートバイによる通学は禁止致します。

 ・学院内は禁煙です。 ・学院内に画材店はございません。使用画材はあらかじめご用意ください。

 ・画用紙、ケント紙のみ学院内で購入が出来ます。

注意事項

HPお問合わせフォーム

生 年 月 日

受講コース・受講料

お申込方法

注意事項

申込み受付は定員になり次第
締め切らせていただきます。 

150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘2A

TEL / 03 6452 5920   FAX / 03 6452 5940
support@s-b-g.org    http://www.s-b-g.org/

7 16 9 3

A　 7/16-20

A2　7/21-25

B　 7/26-30

B2　7/31-8/4

C　 8/5-9

C2　8/10-14

D　 8/15-19

D2　8/20-24

E　 8/25-29

E2　8/30-9/3

A　 7/16-20　　□
A2　7/21-25　　□
B　 7/26-30　　□
B2　7/31-8/4　   □
C　 8/5-9　　　□
C2　8/10-14　　□
D　 8/15-19　　□
D2　8/20-24　　□
E　 8/25-29　　□
E2　8/30-9/3　   □



150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘2A
TEL / 03 6452 5920   FAX / 03 6452 5940
support@s-b-g.org    http://www.s-b-g.org/

2022

13

1

2022年度

多摩美術大学 各デザイン学科　1,1倍
武蔵野美術大学 各デザイン学科　1,1倍

多摩美術大学　50/57名  1.1倍

グラフィックデザイン学科 14/18　1.2倍 
プロダクトデザイン専攻  1/1　合格率100％ 
テキスタイルデザイン専攻  4/4　合格率100％ 
情報デザインコース 10/10　合格率100％ 
メディア芸術コース  6/7　1.1倍 
統合デザイン学科 12/14　1.1倍 
環境デザイン学科 3/3　合格率100％

武蔵野美術大学　23/26名  1.1倍  

視覚伝達デザイン学科 6/8　1.3倍 
空間演出デザイン学科  5/5　合格率100% 
基礎デザイン学科  3/3　合格率100% 
デザイン情報学科  4/4　合格率100% 
映像学科 2/3　1.5倍 
CI学科 3/3　1.0倍　合格率100%

150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘2A
TEL / 03 6452 5920   FAX / 03 6452 5940
support@s-b-g.org    http://www.s-b-g.org/

2022

13

1

2022年度

多摩美術大学 各デザイン学科　1,1倍
武蔵野美術大学 各デザイン学科　1,1倍

多摩美術大学　50/57名  1.1倍

グラフィックデザイン学科 14/18　1.2倍 
プロダクトデザイン専攻  1/1　合格率100％ 
テキスタイルデザイン専攻  4/4　合格率100％ 
情報デザインコース 10/10　合格率100％ 
メディア芸術コース  6/7　1.1倍 
統合デザイン学科 12/14　1.1倍 
環境デザイン学科 3/3　合格率100％

武蔵野美術大学　23/26名  1.1倍  

視覚伝達デザイン学科 6/8　1.3倍 
空間演出デザイン学科  5/5　合格率100% 
基礎デザイン学科  3/3　合格率100% 
デザイン情報学科  4/4　合格率100% 
映像学科 2/3　1.5倍 
CI学科 3/3　1.0倍　合格率100%




