
Spring Camp 2017 Application

　　Spring Camp お申込み用紙

 We will welcome students to have an Spring Camp from March 21st to April 7th. 

During the Spring Camp, we will enjoy school with activities

and make students ready for next level. Also we will have an 1day field trip to 

Nose Organic Farm for climbing mountain and feeling nature. For ages 4-9 y/o . 

Please ask for the application form for the events.

 2017 年 3 月 21 日から 4 月 7 日までスプリングキャンプを開催致します。 スプリン

グキャンプ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。 4/3 には能勢

Organic Farm 農園学習 1day Trip　春の自然散策、 やまのぼりを 4 歳から小学校

低学年対象とし行います。 お申込みをご希望の方はオフィスまでお越し下さい。

Student’ s Name                              Contact Number                             E-mail

Schedule 日程

From March 21st - April 7th 5Days Mon-Fri

3/22-4/7 月～金（土日を除く）5日間

From March 21st - April 7th 8Days Mon-Fri

3/22-4/7 月～金（土日を除く）8日間

From March 21st - April 7th 10Days Mon-Fri

3/22-4/7 月～金（土日を除く）10日間

90,720yen

113,400yen

9:00AM-3:00PM 9:00AM-5:00PM 9:00AM-6:00PM

37,800yen

60,480yen

75,600yen

50,400yen

80,640yen

100,800yen

56,700yen

3/21(Tue) 3/22(Wed) 3/23(Thu) 3/24(Fri) 3/27(Mon) 3/28(Tue) 3/29(Wed) 3/30(Thu)

3/31(Fri) 4/3(Mon) 4/4(Tue) 4/5(Wed) 4/6(Thu) 4/7(Fri)

Fee/ 料金表 Please select the box you would like to take lessons . ご希望のコースをお選び下さい。

*Tax not included 別途消費税が加算されます。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下さい。

　　Spring Camp よりｽﾀｰﾌﾞﾚｲﾝｽﾞに

　　ご入学の方には割引特典があります

*Important Reminder

　注意事項

○For the Spring school fee, please pay by cash or 

transfer. Extention fee is \1,400(+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)

○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 Spring 

camp.

○If needed, the lunch and snack can be ordered 

from the menu given out on March 9th, Wednesday.

Lunch and snack must be ordered by previous week 

on Tuesday.

○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 \1,400 （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 円でﾚﾝﾀﾙとなります。

○Spring 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。

○Spring Camp 中の事前の欠席申請があった際、 振替は 1 ヶ

月以内にご利用可能です。

○Spring Camp 中の給食、 スナックが必要な方は 3/8 （水）

以降に配布されますオーダー用紙をご記入の上、 ご通学され

る前週火曜日までにご提出をお願い致します。

外部用


