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プラチナ Kids アフタースクール 料金表 

１． 学童会員送迎ありプラン                                

13:00－19:00 のご利用（宿題のケア）、お迎え対象校へのお迎えと都立大学駅のお送り、週３コマ分（週２

会員の場合は週２コマ分）の習い事がついたフルパックプランです。                      

（税別） 

入会金 20,000 円 

年会費 10,000 円 

月額ご利用料金 

（基本時間 13：00-19：00） 

週２ 41,600 円 (5,200 円/day) 習い事２コマ込み 

週３ 56,400 円 (4,700 円/day) 

習い事 3 コマ込み (※1） 週４ 59,200 円 (3,700 円/day) 

週５ 62,000 円 (3,100 円/day) 

契約日以外の午後スポット利用 (※2） 3,200 円/day 

お迎え対象校へのお迎え (※3） 無 料 

健康的な手作りのおやつ (※4） オプション 

都立大学駅へのお送り (※5） 無 料 

 

２． 学童会員お迎えなしプラン                           

自力で通えるようになったお子様に。13:00－19:00 のご利用（宿題のケア）、都立大学駅のお送り、週３コマ分

（週２会員の場合は週２コマ分）の習い事がついたお迎えなしのプランです。 

（税別）  

入会金 20,000 円 

年会費 10,000 円 

月額ご利用料金 

（基本時間 13：00-19：00） 

週２ 35,600 円 (4,450 円/day) 習い事２コマ込み 

週３ 47,400 円 (3,950 円/day) 

習い事 3 コマ込み
 (※1） 週４ 49,600 円 (3,100 円/day) 

週５ 51,000 円 (2,550 円/day) 

契約日以外の午後スポット利用 (※2） 2,750 円/day 

お迎え対象校へのお迎え  な し 

健康的な手作りのおやつ (※4） オプション 

都立大学駅へのお送り (※5） 無 料 
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３． 学童高学年会員プラン                            

下校が遅い、主に小学４年生以上のお子様向けに、15:30 以降の時間帯にご利用いただけるプランです。 

15:30－19:00のご利用（宿題のケア）に週３コマ分（週２会員の場合は週２コマ分）の習い事がついておりま

すが、送迎（中抜け含む）はご利用いただけません。 

（税別） 

入会金 20,000 円 

年会費 10,000 円 

月額ご利用料金 

（基本時間 15：30-19：00）  

週２ 28,000 円 (3,500 円/day) 習い事２コマ込み 

週３ 39,000 円 (3,250 円/day) 

習い事 3 コマ込み (※１） 週４ 42,000 円 (2,625 円/day) 

週５ 45,000 円 (2,250 円/day) 

契約日以外の午後スポット利用 (※2） 2,000 円/day 

お迎え対象校へのお迎え  な し 

健康的な手作りのおやつ (※4） オプション 

都立大学駅へのお送り  な し 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

※1 習い事について 

 週２会員の料金には２コマ分の習い事、週３以上の料金には３コマ分の習い事が含まれており

ます。オプションで習い事や個別指導を追加頂くことも可能です（オプション料金は小学生習い事

会員の料金表をご参照ください）。 

 学童会員としての契約日以外の日に習い事としてお越し頂くことも可能です（但し、習い事として

お越しの日には送迎はつきません）。 

 当校の学童会員として入会され、当校への入会費をお納めいただく場合には、ヒューマンアカデミ

ーロボット教室入会時に通常かかる入会金 10,000 円（税別）は特別に免除となります。 

 学習に使用する問題集等の教材費、ロボット教室のロボットキット代は別途実費をご負担いただ

きます。アートや習字などお道具が必要な習い事は各自で揃えていただきます。 

※2 前日（開校日）の 19：00 までにご予約ください（お習い事はつきません） 

※3 当校から半径２ｋｍの範囲内を無料お迎え対象校とします。送迎の手段（徒歩、公共交通機関、タクシ

ーなど）は当校に一任ください。 

※4 『DELI and more HAND』さんの手作りおやつ＋お茶/牛乳を１回 300 円でおつけできます。 

※5 希望者のみ、18：30-19：00 の範囲内で当校が定める指定時刻に都立大学駅へお送りします。指定

時刻に保護者がお引き取りにいらっしゃらない場合には、お子様と当校に戻り保護者様のお迎えをお待ちし

ます。 
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４． 小学生習い事会員                                            （税別） 

入会金 20,000 円 

年会費 7,500 円 

月 謝 

ロボット教室 隔週・90 分 10,000 円 

国・算グループ指導 

（６名まで） 
週１・60 分 10,000 円  

国・算（理科・社会） 

個別指導 

（1:2 セミプライベート） 

週 1・45 分 8,000 円/人 

週 1・60 分 10,000 円/人 

週 1・90 分 16,000 円/人 

国・算（理科・社会） 

個別指導 

（1:1 プライベート） 

週 1・45 分 14,000 円 

週 1・60 分 18,000 円 

週 1・90 分 28,000 円 

英語 週１・60 分 10,000 円  

P－Kids ラボ 週１・60 分 10,000 円   

P-Kids コミュニケーション 
（文章読解・作文・プレゼン） 

隔週・90 分 10,000 円   

英語でアート 週１・60 分 10,000 円 

書 道 

（毛筆・硬筆） 
週１・60 分 8,000 円 

アート・書道 Mix 
アートと書道を 

隔週で月２ずつ 
9,000 円 

お迎え対象校等へのお迎え 応相談 

都立大学駅へのお送り 応相談 

 

➢ 当校の習い事会員として入会され、当校への入会費をお納めいただく場合には、ヒューマンアカデミーロ

ボット教室入会時に通常かかる入会金 10,000 円(税別)は特別に免除となります。 

➢ 学習に使用する問題集の教材費、ロボット教室のロボットキット代は別途実費をご負担いただきます。

また、アートや習字などお道具が必要な習い事は各自で揃えていただきます。 
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５． 幼児習い事会員 

（税別） 

入会金（※１） 20,000 円 

年会費 5,000 円 

月 謝（※2） 

ロボット教室（※３） 月２・90 分 10,000 円 

就学準備（国算） 週１・60 分 8,000 円 

英語 週１・60 分 9,000 円  

英語でアート 週１・60 分 8,000 円 

書 道 週１・60 分 8,000 円 

アート・書道 Mix 
アートと書道を 

隔週で月２ずつ 
8,000 円 

保育園・幼稚園等へのお迎え（※４） 応相談 

都立大学駅へのお送り（※5） 応相談 

小学校進学時には、幼児習い事会員様を優先的に学童会員の枠をリザーブさせていただきます。 

５歳以上が対象となりますが、４歳でも受け入れ可能な場合もございます。お気軽にご相談ください。 

 

※1 小学校進学時に学童会員へ移行される場合、入会金はいただきません。 

※2 学習に使用する問題集等の教材費、ロボット教室のロボットキット代は別途実費を負担いただきます。

アートや習字などお道具が必要な習い事は各自で揃えていただきます。 

※3 当校の習い事会員として入会され、当校への入会費をお納めいただく場合には、ヒューマンアカデミー

ロボット教室入会時に通常かかる入会金 10,000 円(税別)は特別に免除となります。 

※4 学童会員様の弟・妹さんはお迎えオプション「ワンストップ DE ピックアップ」をご利用いただけます。その

他の方はご相談によりお見積りさせていただきます。 

※5 学童会員様の弟・妹さんは学童会員であるお兄様・お姉様とご一緒にお連れいたします。その他の

方はご相談によりお見積りさせていただきます。 

  

 

  



 

                                 2018/11/1改定版 

 

１日保育日オプション（長期休暇等） 

小学生以上のプラチナ Kids 会員であれば、どなた様でもご利用いただけます。目黒区又は世田谷区の区

立小学校が一斉に休校となる日の適用料金となります。運動会の振替休日や感染症による学級閉鎖など

学校単独での休講の場合は後出の前延長料金で対応させていただきます。 

 

 （税別） 

午前保育（8：30-13：00）（※１） ¥3,250  

長期休暇午前パック（※2） 

10 日以上 ¥2,750  

15 日以上 ¥2,500  

20 日以上 ¥2,250  

契約日以外の１日スポット利用（8：30-19：00）（※3） ¥7,250  

長期休暇１日パック（※2） 

5 日以上 ¥6,500  

10 日以上 ¥5,500  

15 日以上 ¥4,500  

 

※1 朝のお迎えサービスはございません。午前中は学習を済ませた後、晴れていれば外遊び等にでかけます。

「HAND」さんの健康的なお弁当をオプションで付けることができます。 

※2 長期休暇時はご利用日数に応じて特別割引が適用されます。週に１回ほどの遠方への遠足日には、お

弁当を持参いただき、交通費・入場料等の実費をいただきます。 

※3 契約日以外のご利用は前日（開校日）の 19：00 までにご予約ください（習い事はつきません）。 

 

 

延長オプション（前・延長） 
（税別） 

 

例１） 学童会員様（基本時間 13:00－19:00）が、12:59 以前に入室された場合、又は退室が 19:01

以降になった場合には、15 分毎に 500 円の延長料金となります。 

例２） 習い事会員様（習い事時間 17:00‐18:00）が、16:45 以降に入室され、また 18:15 以前に退室

された場合には延長料金はかかりませんが、16:44以前に入室され、又は18:16以降に退室された場

合には、15 分毎に 500 円の延長料金となります。 

 

※ご入会時又は年度初めに後延長のご希望をお申し出頂いた学童会員様は、最長 20:00 まで延長をお受け

いたします。年度途中に後延長のニーズが生じた場合には、スタッフの手配が必要となりますのでお早目にお申し

出ください（場合によってはすぐに対応でいない場合もございます）。 

 

学童会員 会員種別毎の基本時間を超えてご利用の場合、15 分毎に ¥500 

習い事・個別指導会員 習い事・個別指導の前後 15 分を超えてご利用の場合、15 分毎に ¥500  
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送迎オプション 

（税別・片道 1 回あたり）  

 

 

 

 

   ※学童会員様の送迎が優先となりますので、習い事会員様の送迎には必ずしもご要望に沿えない場合もございます。 

   ※上記送迎料に交通費実費を申し受けます。 

 

弟妹お迎え＆ケアサービス 「ワンストップ DE ピックアップ」 

学童会員様の弟・妹さんを半径２㎞圏内の保育園や習い事先までお迎えに行き、当スクールでお預かり。

兄弟姉妹をまとめてピックアップできるサービスです。週５であれば１回あたり 650円で複数箇所のお迎え巡り

から解放されます！ 

（税別） 

月額料金 

週２ （通常 8,000 円のところ） ¥7,200  

週３ （通常 12,000 円のところ） ¥9,600  

週４ （通常 16,000 円のところ） ¥11,200  

週５ （通常 20,000 円のところ） ¥13,000  

  

※ 半径 2 ㎞圏内のお迎え先１箇所あたりの料金です。上記送迎料に交通費実費を申し受けます。 

※ 三歳児（年少）以上（オムツが完全にとれたお子様）が対象です。 

※ 学童会員の送迎を優先させていただきますので、ご希望に添えない場合もございますが、別途オプション

料金で対応できる可能性もあります。時間・料金等、まずはご相談ください。 

※ 幼児習い事会員の方優先です。 

 

 

お食事オプション 

（税別） 

 

 

 

  

学童会員様の半径 2 ㎞圏内の送迎・中抜け ¥700  

学童会員様の半径 2 ㎞圏外の送迎・中抜け 

又は学童会員様以外の送迎・中抜け 

¥1,000～ 

（応相談）  

おやつ ¥300 

昼食 ¥650  

夕食 \750 


