
*Important Reminder

　注意事項 ○For the Summer school fee, please pay by cash or transfer. 

Extention fee is \1,470(+tax) per an hour.

○If staying after 3PM, please prepare a snack.

○Depending on the day, the required supplies may be 

different, so please check the schedule(cooking uniform etc)

○During summer school, you can come to school for 

after/Saturday class as usual. Monthly Building & Subject Fee 

is as same as regular period. There is no 10% discount for 

brothers and sisters.

○You can use the reschedule service for the Summer camp. 

(Up to 2times per month and only valid for a month)

○If needed, the lunch and snack can be ordered from the 

menu given out.

Lunch and snack must be ordered by previous month on 20th.

○Activities during Summer Camp may require extra charges. 

Visitor have to complete all the payment before the last day 

of school.

○If the numbers of students met its quota, we will close the 

acceptance.

○事前に現金またはお振込みでお支払いをお願い致します。 延長を

ご希望の方は 1 時間 \1,470 （税抜） となります。

○15 時以降までお預かりの方はスナックの用意が必要です。

○日程、 曜日によって教具など必要なものが異なりますので、 クラス

スケジュールをご確認ください。 キンダー生徒は水曜にはｸｯｷﾝｸﾞﾕﾆ

ﾌｫｰﾑまたはｴﾌﾟﾛﾝ・ 三角巾をご持参下さい。ｸｯｷﾝｸﾞﾕﾆﾌｫｰﾑをお忘

れの場合は \250 円 （税抜） でﾚﾝﾀﾙとなります。

○サマー期間は通常のアフターサタデースクールと併用してご通学頂

けます。 また施設費が別途必要となります。 Summer Camp にはご兄

弟割引がご利用になれません。 ご了承ください。

○Summer Camp 中の事前の欠席申請があった際、 振替は 1 ヶ月以

内に 2 回までご利用可能です。

○Summer Camp 中の給食、 スナックが必要な方は配布されますオー

ダー用紙をご記入の上、 ご通学される前月 20 日までにご提出をお

願い致します。

○キャンプ中のアクティビティに関しまして別途参加費が発生する場合

がございます。 ビジター会員の方は最終登校日までにアクティビティ

費、 給食費などのご精算をお願い致します。

○定員によりお申込みを受付できない場合があります。 ご了承下さい。

 We will welcome students to join our Summer Camp from June 11 to August 31, 

2018. During the Summer Camp, we will enjoy school events such as play in the 

pool and take field trips, and an environment where students will want to learn 

English. In addition, we will have 2 nights camp for Kinder students with 

additional charge. Please come to the school office if you would like to apply.

 2018年 6 月 11 日から 8月 31日までサマーキャンプを開催致します。サマーキャ

ンプ中はプール、遠足等のイベントを楽しみ、また英語の集中的な学習に取り組

みます。8/1 ～ 8/3 にはキンダー以上のお子様を対象に 2 泊３日のお泊りキャン

プ ( 別途料金）を行います。お申込みをご希望の方はオフィスまでお越し下さい。 

Tax included 税込み

Fee/ 料金表

9:00-15:00 9:00-17:00 9:00-18:00

2weeks (Mon-Fri 10days) 

3weeks (Mon-Fri 15days) 

4weeks (Mon-Fri 20days)  

5weeks (Mon-Fri 25days) 

6weeks (Mon-Fri 30days) 

7weeks (Mon-Fri 35days) 

8weeks (Mon-Fri 40days)

9weeks (Mon-Fri 45day)

10weeks (Mon-Fri 50days) 

11weeks (Mon-Fri 55days) 

12weeks (Mon-Fri 60days) 

\79,380

\90,720

\98,280

\120,750

\139,178

\157,605

\176,033

\194,460

\212,888

\231,315

\249,742

\89,964

\102,060

\108,864

\131,334

\149,762

\168,189

\186,617

\205,044

\223,472

\241,899

\260,326

\100,548

\112,644

\119,448

\141,918

\160,346

\178,773

\197,201

\215,628

\234,056

\252,483

\270,910

Summer Camp 2018 Application
　　Summer Camp ご案内用紙


