
対象年齢 定員 備考

６ヶ月～２歳 ８組
チケット
５回/１枚 ¥16,000

週１回 ¥22,100

週２回 ¥35,400

週３回 ¥48,000

週４回 ¥56,700

週５回 ¥61,700

週１回 ¥33,100

週２回 ¥48,600

週３回 ¥61,700

週４回 ¥72,700

週５回 ¥82,700

週３回 ¥67,200

週４回 ¥79,300

週５回 ¥90,300

週１回 ¥16,600

週２回 ¥29,900

週３回 ¥42,500

週４回 ¥53,000

週５回 ¥62,300

週１回 ¥17,800

週２回 ¥30,900

週１回 ¥18,800

週２回 ¥32,100

８名 週１回 ¥19,900

EFL1

EFL2

EFL3 ¥13,000

１歳児料金表 スポット（一時預かり）の場合：\2,100 / １時間

３時間 ４時間 ５時間 ７時間 ９時間 延長

週１回 ¥25,000 ¥29,200 ¥32,000 ¥37,500 ¥43,300

週２回 ¥34,700 ¥40,500 ¥46,000 ¥57,500 ¥68,700

週３回 ¥43,300 ¥51,800 ¥60,200 ¥77,300 ¥94,300

週４回 ¥51,800 ¥63,000 ¥74,500 ¥97,200 ¥119,700

週５回 ¥60,200 ¥74,500 ¥88,900 ¥117,100 ¥145,400

２歳児料金表 スポット（一時預かり）の場合：\1,700 / １時間

３時間 ４時間 ５時間 ７時間 ９時間 延長

週１回 ¥17,700 ¥20,000 ¥22,200 ¥27,000 ¥31,700

週２回 ¥24,700 ¥29,400 ¥34,000 ¥43,400 ¥52,900

週３回 ¥31,700 ¥38,800 ¥45,600 ¥59,900 ¥74,000

週４回 ¥38,800 ¥48,100 ¥57,500 ¥76,400 ¥95,100

週５回 ¥45,600 ¥57,500 ¥69,200 ¥92,900 ¥116,400

３歳児料金表 スポット（一時預かり）の場合：\1,400 / １時間

３時間 ４時間 ５時間 ７時間 ９時間 延長

週１回 ¥14,600 ¥16,600 ¥18,800 ¥22,800 ¥27,500

週２回 ¥20,900 ¥25,000 ¥29,200 ¥37,400 ¥45,600

週３回 ¥27,200 ¥33,300 ¥39,500 ¥51,900 ¥64,500

週４回 ¥33,300 ¥41,700 ¥49,900 ¥66,500 ¥83,100

週５回 ¥39,500 ¥49,900 ¥60,200 ¥80,900 ¥101,800¥70,800 ¥91,400

＊上記の金額は、消費税相当額を含むお支払総額表示です。 ＊お支払いには便利でお得な回数券（11枚つづりの21,000円券、17,000円券、14,000円券）もございます。
＊お預りが延長になった場合はスポット料金を申し受けます。その都度現金または回数券でお支払い下さい。 ＊お預かりは営業時間内でお願い致します。やむをえない事情により営業
時間外のお預かりの場合は、時間外延長料金（５割増）を申し受けます。 ＊２年目より更新料￥1,650がかかります。

３０分
\700

６０分
\1,400

¥33,300 ¥41,700

¥45,600 ¥58,300

６時間 ８時間

¥20,900 ¥25,000

¥58,300 ¥74,700

６時間 ８時間

¥24,700 ¥29,400
３０分
\850

６０分
\1,700

¥38,800 ¥48,100

¥52,900 ¥67,000

¥67,000 ¥85,800

¥80,900 ¥104,600

＊最低定員に満たない場合は開講を見合わせていただきます。　＊各料金には消費税が含まれております。　＊２年目より更新料￥1,650がかかります。
※１ ご入会時に、登録料￥3,300、教材実費\5,800が別途かかります。
　　 Mothership以外のクラスを受講する場合は、入会金\26,250と教材施設費\19,800が、チャイルドケアをご利用する場合は、入会金\26,250が必要です。
※２ 受講には一定レベルの英語力が必要です。目安として、英語暦1年以上で、週3日以上受講のPreschool生が対象です。
※３ Preschool Plusの教材施設費は￥29,800（年間）となります。

６時間 ８時間

¥34,700 ¥40,500
３０分
\1,050

６０分
\2,100

¥51,800 ¥63,000

¥68,700 ¥85,800

¥85,800 ¥108,500

¥102,700 ¥131,200

土   EFL1 / 10:00 ～ 10:50
　　 EFL2 / 11:00 ～11：50
　　 EFL3 / 12:00 ～12：50
入会金　￥26,250
教材費(EFL1-2) ￥11,000（初年度のみ）、２年目以降￥8,250
教材費(EFL 3) ￥5,800（初年度のみ）、２年目以降￥4,480

After School 3 １０名
月・金 / １６：００-１８：００

英語習熟度別のクラスです。受講クラスはご相談ください。

After School 4
水 / １６：１０-１８：１０
英語習熟度別のクラスです。受講クラスはご相談ください。

EFL 小学生 ８名
¥10,000

After School 1 ２０名
月～金 / １５：２０-１７：２０

英語習熟度別のクラスです。受講クラスはご相談ください。

 After School 2 １０名
火・木 / １５：３０-１７：３０
英語習熟度別のクラスです。受講クラスはご相談ください。

Preschool
２歳６ヶ月～

４歳
２５名

月～金 / １０：００-１４：００

(初回受講時にスターターキット代￥１１,８００が必要です。)

ランチをご持参ください。(ケータリング注文：１食￥550)

Preschool Plus ４歳～６歳 ※2 １０名
月～金 / １０：００-１４：３０※3

（13：20まではPreschoolのクラスになります。）

クラス 月謝

Mothership
金/ １２：１０-１３：００

回数チケット制のクラスです。
Mothershipクラスのみを受講する場合、入会金は必要ありません※１

First Adventure
１歳６ヶ月～
２歳６ヶ月

１０名 月～金 / １０：１０-１２：００

武蔵小杉 月謝料金表

月極チャイルドケア料金

入会金￥52,500 登録料初回￥3,300（１年間有効） 教材施設費￥19,800

入会金￥52,500 登録料初回￥3,300（１年間有効） ランチ￥550/１食 おやつ￥110/１回
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