AGE: (Each class is limited)

Toddler: 12 months – 2 years old
トドラー：12 か月

–

2歳

Kindergarten: 3 – 6 years old
幼稚園生：3-6 歳

Elementary: 7 – 12 years old
小学生：7-12 歳

Hours:

9:00 a.m. – 2:00 p.m. 午前 9 時から午後 2 時まで
Extended Care available: 2:00 p.m. – 6:00 p.m.
午後 2 時から午後 6 時まで、延長保育可能。
＊Price: 810 yen/30 min ＊費用：810 円・30 分（8%税込）

Fees: (5 days)

Sesame Kids: 43,200 yen (8%tax included)
 Available from 1 day
10,800 yen / day (8% tax included)
セサミキッズ：43,200 円(税込)
 1 日からの参加も可能です 10,800 円 / 1 日(税込)

when early spring rolls around….

Visitors: 48,600 yen (8%tax included)
 Available from 1 day
12,960 yen / day (8%tax included)
ビジター：48,600 円(税込)
 1 日からの参加も可能です

12,960 円 / 1 日(税込)

Fee includes; 費用に含まれるもの;




Learning Materials （教材）
Lunch, Snacks ランチ・スナック）
Spring Certificate （参加証）

etc.,

Things to bring; 持ってくる物



Drinks （飲み物）
Diapers (if necessary)（オムツ・必要の場合）

*Please wear Sesame’s School Uniform
(2,160yen/T-shirt, 3,240yen/Sweat Shirt)
（セサミ・スクールユニフォームを着用頂きます。）

Benefits:
1.

If two or more children in a family
enroll, you will receive a 10%
discount from the second child.
1 家族で 2 人以上の参加の場合、2 人目のお子さん
から 10%の割引となります。

2.

Introducing Spring Camp

（紹介割引）

(First time only) 初回限り有効
-

Early Bird Benefit: 10% OFF!!


If you apply by March 4, 2016,
you will receive a Special 10% Discount.
3 月 4 日迄にお申し込みの方に限り、10%割引の特典があります。

Note: Fees are to be paid by March 4, 2016.
3 月 4 日迄に参加費用のお支払をお済ませください。
Please note that FEES are NON REFUNDABLE in any circumstances.
いかなる場合においても費用の返金は出来ませんので、ご了承下さい。

Sesame International Preschool
セサミ・インターナショナル・プリスクール
1-5-14 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 150—0012

Tel: 03-5485-1197 (Office) Email: open@sesame.tokyo



The child who introduces will receive
a 10% discount.
（紹介をされた方、10%の割引）
The children who is introduced will
receive a 5% discount.
（紹介を受けた方 5%の割引）
20% is the Maximum discount per family.
（1 家族につき最大 20%の割引が適用されます）

Please note that ALL FEES are NON REFUNDABLE.
全ての費用に関し返金は出来ませんので、ご了承下さい。

Registration:申込方法
By tel: 5485-1197 / by fax: 5485-1219
Or by Email: open@sesame.tokyo

