OSAKA
一時ご利用者様

お申込書をご持参もしくは 06-6568-3819へFAXして下さい。

Spring School 2018 Application
Spring School 申込用紙

We will welcome students to have an Spring School from March 22st to April 6th. During the Spring School,
we will enjoy school with activities and make students ready for next level.
2018 年 3 月 22 日から 4 月 6 日までスプリングキャンプを開催致します。 スプリングスクール中はさまざまな
アクティビティやイベントを楽しみます。
Child s First name/ お子様のお名前

Middle name

Address/ 住所

Mobile/ 携帯電話

Allergy/ アレルギー

E-mail / メールアドレス

Fee / 料金表
schedule

Age 年齢

Family name 姓

Nationality/ 国籍

tax included 消費税は含まれています

日程

９：00 〜15：00

９：00 〜17：00

９：00 〜18：00

From March 22th - April 6th 5Days
3 / 22 - 4/ 6 月〜金 ( 土日を除く）5 日間

37,800yen

42,840yen

47,880yen

From March22th - April 6th 8Days
3 / 22 - 4/ 6 月〜金 ( 土日を除く）8 日間

60,480yen

68,544yen

76,608yen

From March22th - April 6th 10Days
3 / 22 - 4/ 6 月〜金 ( 土日を除く）1 0 日間

75,600yen

85,680yen

95,760yen

Please check the days you would like to take lessons. 通学日をご記入ください。10日以上通学をご希望の場合は別途お問い合わせください。
3/22(Thu)

4/3（Tue)

3/23(Fri)

4/4（(Wed)

※important reminder
注意事項

3/26（Mon)

3/27（Tue)

4/5（Thu)

4/6（Fri)

3/28（(Wed)

3/29（Thu)

3/30（Fri)

4/2（Mon)

●For the Spring school fee, please pay by cash or bank transfer.
2018 年スプリングスクールの授業料お支払いは現金又はお振込のみでのお取り扱いとなります。
●Extension fee is ￥1,512(including Tax) per an hour.
お申し込み時間を超えての延長をご希望の場合は 1 時間￥1,512( 消費税込）となります。
●If staying after 15:00, please prepare for a snack.
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。
●Depending on the day, the required supplies may be diﬀerent, so please check the schedule.(cooking uniform etc)
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。
火曜日はクッキングユニフォーム又はエプロン・三角巾をご持参ください。
●Monthly Building & Subject Fee is as same as regular period. There is no
10% discount for brothers and sisters.
設備費、教材費は通常と同様のご請求となります。Spring School にはご兄弟割引がご利用になれませんので
ご了承ください。
●You can use the reschedule service for the Spring School.
スクール中の欠席の振替は 1 ヶ月以内にご利用可能です。
●If needed, the lunch and snack can be ordered from the menu given out.
Lunch and snack must be ordered by previous week on Thursday.
ウィンタースクール中の給食、スナックが必要な方は、配布されるメニューの
内容をご確認の上、通学される前週木曜日までにご注文ください。

Your personal information on this form will be used only for ad mission to the school, and will be saved and maintained strictl
この書類に記載した個人情報は入学時の資料としてのみ使用し、それ以外に使用しません。また、取扱いには十分注意致します。

