
¥165,000
¥44,000

 

1学期 2学期 3学期  年間

9－12月 1－3月 4－6月
ジョーイ, キティ: 1-2 歳児クラス & コアラ: 2-3 歳児クラス (トイレット・トレーニング費を含む）

半日 8:45 - 12:30

1日: 8:45 - 15:00

半日: 8:45 - 12:30

1日: 8:45 - 15:00

半日 8:45 - 12:30

1日: 8:45 - 15:00

半日 8:45 - 12:30

1日: 8:45 - 15:00

ドーマウス: 3-4 歳児クラス & アルマジロ: 4-6 歳児クラス
１日のみ: 8:45 - 15:00

１日のみ: 8:45 - 15:00

１日のみ: 8:45 - 15:00

１日のみ: 8:45 - 15:00

¥830  

¥660  

¥660 (30分毎)

¥830 (30分毎)

¥660 (日毎)

¥11,000 (1日につき)

¥2,200 (1時間につき)

                    * 延長保育 (午後18:00 - 19:00)

                    * スクールランチ (オーダー、キャンセルは2日前までにお願いします)

                    * テキストブック代は別途、実費　(各クラスにより異なります）

そのほか:
                    * スケジュール以外でのエクストラとして1日出席 (午前8:45 から 午後15:00まで)

                    * 半日スケジュールでのエクストラとして時間出席 (午後12:30 - 午後15:00の間)

 

(授業料ならびにその他費用に10%の消費税を含みます )

その他費用:
                    * 早朝保育 (午前8:00 - 8:30)

                    * 早朝保育 (午前8:30 - 8:45)

                    * 延長保育 (午後15:00 - 18:00)

週5日 ¥572,000 ¥429,000 ¥429,000 ¥1,430,000
(月額: 143,000円)

週4日 ¥528,000 ¥396,000 ¥396,000 ¥1,320,000
(月額: 132,000円)

(月額: 99,000円)

週3日 ¥484,000 ¥363,000 ¥363,000 ¥1,210,000
(月額: 121,000円)

¥616,000 ¥462,000 ¥462,000 ¥1,540,000
(月額: 154,000円)

週2日 ¥396,000 ¥297,000 ¥297,000 ¥990,000

¥429,000 ¥429,000 ¥1,430,000
(月額: 143,000円)

週5日
¥374,000 ¥280,500 ¥280,500 ¥935,000

(月額: 93,500円)

¥396,000 ¥1,320,000
(月額: 132,000円)

週4日
¥352,000 ¥264,000 ¥264,000 ¥880,000

(月額: 88,000円)

¥572,000

¥1,045,000
(月額: 104,500円)

週3日
¥330,000 ¥247,500 ¥247,500 ¥825,000

(月額: 82,500円)

¥528,000 ¥396,000

クラス

週2日
¥286,000 ¥214,500 ¥214,500 ¥715,000

(月額: 71,500円)

¥418,000 ¥313,500 ¥313,500

授業料・その他費用一覧　（授業料ならびにその他の費用はすべて10％消費税込）
 

          * 入学金 (入学時のみ　返金されません)
          * 施設維持費用 (年ごと )
 
* 授業料には、消費税・保険が含まれます。

Sesame International Preschool
1-5-14 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 150-0012

Tel: 03-5485-1197 (Office) 03-5485-1199 Fax: 03-5485-1219 

http://www.sesame.tokyo   Email: open@sesame.tokyo

  SY2223　2022 - 2023年度 　授業料
 



    * 1学期 (秋学期):    2022年8月31日 - 2022年12月10日  

    * 2学期 (冬学期):    2023年1月5日 - 2023年3月10日  

    * 3学期 (春学期):    2023年3月28日 - 2023年6月15日  

    * 半日（ハーフ・デー）:    午前8:45 - 午後12:30 - ジョーイ・キティ・コアラクラスのみ

    * 1日（ホール・デー）:    午前8:45 - 午後15:00

          * 費用（授業料ならびにその他の費用）の支払いは学期払いが原則となります。
             (1学期：9-12月、2学期：1-3月、3学期：4-6月）
             全ての費用のお支払は、日本円にて銀行振り込みにてお支払下さい
             (振込手数料に関しましては、ご負担下さいますようお願いします)
     注意: 授業料ならびにその他の全ての費用に関し、いかなる場合でも返金、費用の割引ができませんのでご了承ください。

               1学期 (9-12月) 　 2022年6月7日
               2学期 (1-3月) 　

               3学期 (4-6月) 　 2023年2月13日

1日から28日以内のお休みの場合、いかなる場合でも
１か月分の授業料をお支払頂きます。

          * 長期の間お休みなさる場合、 必ず少なくとも 2か月前までにスクールオフィスまでご連絡下さい。
             ご連絡頂かなかった場合、座席確保の保証は出来かねますのでご了承ください。
          注意：　全ての費用に関し、返金出来ませんので、ご了承下さい。

¥55,000 (6か月以内)

          注意：　全ての費用に関し、返金出来ませんので、ご了承下さい。

          注意: 授業料の日割り計算は出来ませんので、ご了承ください。

 

短期入学について:
           短期（６カ月以内）での入学も可能です。　費用は以下の通り。　なお、授業料は各クラスの料金表に基づきます。

          * 入学金

            授業料以外のその他の費用に関しましては、適用されません。

欠席について:
          * 長期欠席 (29日以上)

29日以上のお休みの場合、いかなる場合でも、座席確保料として、
月毎に55,000円お支払頂きます。

          * 短期欠席 (28日以内)

クラススケジュール:

授業料の納入方法:

授業料支払い期日:

2022年11月7日

兄弟割引:
          * ご家族で2人以上のお子さんが入学された場合、2人のお子さんから授業料10%の割引があります。

Sesame International Preschool
1-5-14 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 150-0012

Tel: 03-5485-1197 (Office) 03-5485-1199 Fax: 03-5485-1219 

http://www.sesame.tokyo   Email: open@sesame.tokyo

 学期スケジュール:  


