
¥50,000 ¥50,000

¥30,000 ¥10,000

開園時間：午前開園時間：午前8時ー午後8時　　　土曜日　午前9時ー午後6時

お預かり年齢：未就園児（１歳）ー年少まで

¥500 追加オプション

保育料 対象年齢：未就園児（１歳）ー年少まで 付き添い送迎費

アフター モーニング

14時-19時 9時-14時 往路 往復

週週2日 ¥39,800 ¥4,000 ¥56,000 ¥10,000 ¥99,800 ¥14,000 週週2日 ¥8,000 ¥16,000

週週3日 ¥49,800 ¥5,000 ¥60,000 ¥11,000 ¥109,800 ¥16,000 週週3日 ¥10,000 ¥20,000

週週4日 ¥59,800 ¥6,000 ¥64,000 ¥12,000 ¥115,800 ¥18,000 週週4日 ¥12,000 ¥24,000

週週5日 ¥69,800 ¥7,000 ¥68,000 ¥13,000 ¥121,800 ¥20,000 週週5日 ¥14,000 ¥28,000

週週6日 ¥79,800 ¥8,000 ¥72,000 ¥14,000 ¥127,800 ¥22,000 ※土曜日は送迎サービスは行っておりません

アフター モーニング 送迎指定オプション

14時-19時 9時-14時

週週2日 ¥29,800 ¥4,000 ¥46,000 ¥10,000 ¥69,800 ¥14,000

週週3日 ¥39,800 ¥5,000 ¥50,000 ¥11,000 ¥79,800 ¥16,000 週週2日 ¥8,000

週週4日 ¥49,800 ¥6,000 ¥54,000 ¥12,000 ¥85,800 ¥18,000 週週3日 ¥10,000

週週5日 ¥59,800 ¥7,000 ¥58,000 ¥13,000 ¥91,800 ¥20,000 週週4日 ¥12,000

週週6日 ¥69,800 ¥8,000 ¥62,000 ¥14,000 ¥97,800 ¥22,000 週週5日 ¥14,000

☆モーニングプリの管理費にはお弁当・おむつ・おしり拭き・教材費等が含まれます。

☆アフタープリの管理費にはおやつ・牛乳・おむつ・おしり拭き・教材費等が含まれます。

☆モーニングまたはアフターの振替は月に☆モーニングまたはアフターの振替は月に1回のみ可能　(フルデイは要相談)

開園時間：午後開園時間：午後2時－午後8時（7時以降延長料金）土曜日　午前9時ー午後6時
お預かり年齢：年中ー小学お預かり年齢：年中ー小学4年生

¥500 追加オプション

保育料 対象年齢：年中ー年長 付き添い送迎費

アフター モーニング

14時-19時 9時-14時 往路 往復

週週1日 ¥19,800 ¥3,000 週週1日 ¥2,500 ¥5,000

週週2日 ¥29,800 ¥4,000 ¥36,000 ¥10,000 ¥59,800 ¥14,000 週週2日 ¥4,500 ¥9,000

週週3日 ¥39,800 ¥5,000 ¥40,000 ¥11,000 ¥69,800 ¥16,000 週週3日 ¥6,500 ¥13,000

週週4日 ¥49,800 ¥6,000 ¥44,000 ¥12,000 ¥75,800 ¥18,000 週週4日 \85,00 ¥17,000

週週5日 ¥59,800 ¥7,000 ¥48,000 ¥13,000 ¥81,800 ¥20,000 週週5日 ¥10,500 ¥21,000

週週6日 ¥69,800 ¥8,000 ¥52,000 ¥14,000 ¥87,800 ¥22,000 ※土曜日は送迎サービスは行っておりません

※年中さんから午後はアフターラーニングプログラム

授業料 対象年齢：１年生ー３年生 送迎指定オプション

アフター モーニング

14時-19時 9時-14時

週週1日 ¥19,800 ¥3,000 週週1日 ¥2,500

週週2日 ¥29,800 ¥4,000 週週2日 ¥4,500

週週3日 ¥39,800 ¥5,000 週週3日 ¥6,500

週週4日 ¥49,800 ¥6,000 週週4日 ¥8,500

週週5日 ¥59,800 ¥7,000 週週5日 ¥10,500

週週6日 ¥69,800 ¥8,000

授業料 対象年齢：年中ー対象年齢：年中ー3年生

日数 フルデイ 管理費 ★キンダー・アフター管理費はおやつ代プラス教材費一律★キンダー・アフター管理費はおやつ代プラス教材費一律¥2000が含まれます。

週週1日 ¥29,800 ¥3,000 ★モーニングまたはアフターの振替は月に★モーニングまたはアフターの振替は月に1回のみ可能

週週2日 ¥34,800 ¥4,000

週週3日 ¥44,800 ¥5,000

週週4日 ¥55,800 ¥6,000

※学年・年齢によるご料金の切替は４月からとなります。

2018年8月31日改定

入会金（フルデイ）

キンダー＆アフタースクール料金

延長料金延長料金/15分

施設維持費／施設維持費／6カ月

対象年齢 日数

入会金　入会金　(モーニング・アフター） 施設維持費／年

(プリ)

年少

日数

費用

プリスクール料金

年中

～

小学小学3年生

送迎費（付添い）
対象年齢 日数

送迎費（付き添い）

対象年齢 日数

未就園児

～

年少

対象年齢 日数

(プリ)

未就園児

管理費

お預かりサービスなし

対象年齢

費用

日数

お預かりサービスなし

未就園児

～

年少

管理費 管理費

年中

～

小学小学3年生

対象年齢管理費

土曜日込

プラン

9:00-18:00

(アフター)

１年生

～

３年生

管理費 管理費日数

管理費日数 管理費

(キンダー)

年中～年長

管理費管理費

管理費フルデイ

フルデイ

9時間

フルデイ

9時間

フルデイ

管理費

延長料金延長料金/15分


