
サタデースクールの預かり保育サービスの開始について

（English follows Japanese）

サタデースクールの開校日に預かり保育のサービスを開始致します。

以下の詳細をご確認の上、ご利用を希望される方はご連絡をいただけますよう宜しくお願い致しま

す。尚、ご予約はお預かりの週の水曜日までとなっております。水曜日を超えた場合は、同週のご利

用は承れかねますのでご注意ください（下記、注意事項をご確認ください）。

(サービスについて)

ご利用可能時間：午前9時～午後4時
開催日 ：サタデースクール開校日（春学期：4/17, 4/24, 5/15, 5/22, 5/29, 6/5, 6/12, 6/19,
7/3, 7/10, 7/17）
料金 ：1,500円/ 時間（税込み1,650円/ 時間）

※上記に加え、初回登録料5,000円をいただきます(既に当校のMorning または
After school/ Saturday schoolにご在籍の場合はいただきません)。

※ご予約は一時間単位からになります。
※各種割引については下記をご参照ください。

対象年齢           ：２歳～小学生（※2歳の誕生日を迎えてからになります。）
支払い方法       ：現金（当日お迎え時にお支払いいただきます。）

（割引）

・兄弟割引

預かり保育を同時に兄弟でご利用いただく場合はお預かり料金から20％引きとなります。
※入学金の割引には適用されませんのでご了承ください。

・長時間割引

同日に3時間以上ご利用頂いた場合、4時間目以降の料金が1,000円/ 時間（税込み1,100円/ 時間）
となります。

　例 ）5時間利用の場合
①最初の3時間

1,500円 x 3時間 ＝4,500円

②4時間目以降
1,000円 x 2時間 ＝2,000円

① + ② = 4,500円 + 2,000円 = 6,500円（税込み7,150円）



合計 7,150円（税込み）

（注意事項）

※完全予約制となります。開催日3日前の水曜日までにご予約が必要となります。締め切り日を過ぎ
たご予約は受け付けておりませんので、ご注意ください。

※サタデースクールを受けられている生徒で預かり保育を利用される方もご予約が必要となります。
※5分以上お迎えが遅れた場合は、30分毎に750円（税込み820円）が加算されます。
※延長料金には割引が適用されませんのでご注意ください。
※16時以降の延長は、スタッフ不在の為承れませんので、ご注意ください。
※兄弟割引はどちらかお一人様のご利用料金の低い金額へ適用されます。

ご予約・ご質問は以下メールアドレス宛にお問い合わせください。

Email: blossoms.inter.school@gmail.com

皆様のご予約をお待ち申し上げております。

mailto:blossoms.inter.school@gmail.com


Saturday school ~ Nursery care Service ~

On Saturdays with Saturday school, a new nursery care from 9am to 4pm will be provided.

Further description of the service will be informed below. Appointment for the nursery care must
be reserved 3 days before (by Wednesday). All reservations after Wednesday may not be
accepted. Furthermore, general instructions will be listed below.

(Service description)

Available time: 9am to 4pm

Available days: Saturday School opening days (Spring term: 4/17, 4/24, 5/15, 5/22, 5/29, 6/5,
6/12, 6/19, 7/3, 7/10, 7/17)

Price: 1,500yen/hr. (1,650yen/hr. with tax)

※Initial registration fee of 5,000 yen will be added when enrolling (In case you are already
enrolled in our morning school or after school/ saturday school, the registration fee will not be
charged).

※Minimum time of reservation is from an hour.

※Available discounts will be listed below.

Age group: 2 years old – Elementary grade (all 2 yo student’s birthday must be reached.)

Payment method: Cash only (please pay the full price at pick up.)

(Discounts)

・Sibling discount

20% from nursery service will be discounted for siblings attending the nursery service on the
same day and time.

※Sibling discount will not apply to the registration fee.

・Long hour discount



From the 4th hour and on, price per hour will be reduced to 1,000 yen/hr. (1,100yen/hr. with tax.)

Ex.) Nursery care for 5 hours.

① First 3 hours 1,500yen x 3hrs.= 4,500yen

② 4th hour 1,000yen x 2 = 2,000yen

4,500yen + 2,000yen = 6,500yen (7,150yen with tax.)

(Points to note)

※All attendees must make a reservation 3 days before (by Wednesday) the attending
Saturday. Please note that no reservation may be made after the deadline.

※Same applies for students attending the Saturday school. Please make a reservation at least
3 days before attending Saturday.

※If pick up time exceeds more than 5 min, 750yen/30min will be charged.

※Discounts will not be applied for exceeded time fee.

※Due to the staff schedule, school will be closing at 4pm. Please note that nursery care after
4pm may not be accepted.

※Sibling discount applies to one of the sibling with the lower nursery fee.

Please email the following address for further inquiry and/or reservation.

Email: blossoms.inter.school@gmail.com

We look forward to you attending our new nursery care!!

Blossoms International School
Address:東京都中央区佃3-2-10オーケンビル3F
Phone:03-5534-8861/Fax:03-5534-8862


