
Honda Cars 宮崎南

企業奨学⾦制度 の ご案内

買う喜び 売る喜び 創る喜び

Hondaが⼤切にしている ３つの喜び を⼤きくするために
“エンジニア” を⽬指す皆さんを”応援”します︕

万円
奨学⾦ 無利⼦貸与!120

⾃動⾞整備⼠国家資格をホンダの⾃動⾞⼤学校で取得するための



Honda Cars 宮崎南お問合せ
は
コチラ

(株式会社ホンダカーズ宮崎南）
採⽤係 ０９８５－７２－７０３６

■Mail : miyazaki.pmy06@honda-auto.ne.jp

残⾦60万円

5年勤続で60万円返済後
●⼊社後から計画的に楽々返済（8000円/⽉ 12000円/夏・冬賞与）

▶▶▶ 返済免除

Honda Cars 宮崎南の企業奨学⾦制度とは
●ホンダの⾃動⾞⼤学校で⾃動⾞整備⼠国家資格を取得し
卒業後Honda Cars 宮崎南で整備⼠として活躍することを⽬指す⼈を対象に
学費をサポートする制度です

120万円
無利⼦貸与

⼊学前3⽉

30万円
1年次9⽉

30万円
1年次3⽉

30万円
2年次9⽉

30万円＋ ＋ ＋

奨学⾦制度の流れ

●５年以上の勤続で 残⾦60万円 返済免除!

⼊学前 在学中

７⽉〜

４⽉〜

10⽉〜 3⽉〜

制度利⽤の
受付

企業推薦
選考 ※

⼊学試験
合格

奨学⾦の
貸与開始

卒業
国家試験受験

当社へ⼊社
国家試験合格

奨学⾦の
返済開始

卒業後

半年毎の
貸与

※企業推薦とは
当社への⼊社を前提と
して就学する制度です

0120-66-9033
■担当 ︓（学務室）住吉 ■Mail : w.kouhou@hondacollege.ac.jp

ホンダ テクニカル カレッジ 関⻄

mailto:miyazaki.pmy06@honda-auto.ne.jp
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　Honda Cars推薦とは、Honda Carsへの就職を前提と
した推薦を、Honda Carsの各企業から得て、ホンダ学園
（ホンダの自動車大学校　ホンダテクニカルカレッジ関
東または関西）へ進学し、自動車整備士国家資格を取得。
卒業後にサービスエンジニアとして、推薦を受けた
Honda Carsへ就職する制度です。制度を利用
すると、さらに奨学金無利子貸与、60万円返済
免除の制度も受けられます（※奨学金の貸与
には審査があります）。

文部科学大臣認定  職業実践専門課程認定学科

　プロが選び抜いた効率的なカリキュラム。最短期間で
二級自動車整備士資格を取得。卒業時には、「専門士」の
称号が与えられます。

（2年制）

埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡5-2-2
☎0120-44-1372

学校法人 ホンダ学園
ホンダテクニカルカレッジ関東

大阪府大阪狭山市東くみの木2丁目1937番地1号
☎0120-66-9003

学校法人 ホンダ学園
ホンダテクニカルカレッジ関西

宮崎市清武町加納甲2681-1
TEL／0985-72-7036（採用係）
定休日／火曜・水曜日

延岡市稲葉崎町4-2048-1
TEL／0982-21-3636（採用係）
定休日／水曜日

普通科出身でゼロからのスタートでも大丈夫！「Honda Cars推薦制度」を使って「整備士として地元・宮崎」で活躍！

卒業後の進学はHondaの　　　大学校へ!

�度は宮崎を出て、都会に住んでみたい
進学するなら、将来役立つ資格を取得できる学校がいい
親にあまり経済的な負担をかけたくない
就職するなら、やっぱり宮崎！

◎下記に該当する人にオススメ

5つのメリット制度を利用すると

ホンダテクニカルカレッジの夢をかなえる学科
1 2 3奨学金
�年以上勤務で

学校HPはコチラ！

※無利子貸与は年間��万円。�年間で計���万円。

�-�年次の�年間家賃補助

筆記試験免除
書類選考と面接のみの試験になります。

受験料全額免除「自動車整備科」 プロの
整備士として
の実力を身に
つける最短
ルート！

120万円

2023年春
入学希望選考会
○願書受付締切日／9月30日（金）
○選出方法／書類審査・面接
○提出書類／履歴書、成績証明書
　　　　　　学校推薦書、自己PRシート
○選考会場／フェニックス・シーガイア・リゾート

開催日

10/8（土）
13:30～

無利子貸与!!
60万円返済免除!

4 5 最寄りの試験会場までの往復交通費支給

地元・宮崎の

ホンダカーズで

活躍できる！
関東

オープンキャンパスに参加

Honda Cars推薦制度・入試までの流れ

Hondaの
自動車大学校

希望する企業への訪問時間、日時を決める

1
STEP

学園を知り、推薦制度を理解します。オープンキャンパスへの
参加は、オンラインでも可能です！

Honda Cars企業へ訪問2
STEP

Honda Cars 宮崎南の説明を受ける。

Honda Cars企業で試験を受ける3
STEP

企業推薦を得るための選考会は、10月8日（土）に開催予定。
詳しくは、下記の販売会社へお問い合わせください。

企業への提出書類の準備

ホンダテクニカルカレッジの入試を受ける4
STEP

入試は筆記試験免除（書類選考と面接のみ）。
また、最寄りの試験会場までの往復交通費が支給されます。

ホンダテクニカルカレッジへ出願書類を送付

オープンキャンパス

の詳細は
コチラ！

卒業後

学校はどちらかをチョイス！

関西

宮崎南ホンダテクニカルカレッジ関東
学校HPはコチラ！

オープンキャンパス

の詳細は
コチラ！

ホンダテクニカルカレッジ関西

24,000円/月
寮費を免除

関西校は 　　　 　 　まで
関東校は
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