
2019/11/5改定

　　・一時保育料金は、お預かりの日の年齢で決定いたします。 ・ごきょうだい２～３人でご利用の場合、料金が高い1名（同額の場合は、どちらか1名）が ・母子手帳のコピー（出生・定期健康診断・予防接種のページ確認のため）

　　・保育料金は30分単位での計算となります。 　正規料金になり他のお子さまにはきょうだい割引（半額）があります。 ・保険証のコピー(お持ちでない場合は身分を証明するもの)　

　　・お預り時に5,000円の預り金を賜ります。 　ごきょうだい4人でご利用の場合、料金が高い2名が正規料金になり他のお子さまには ・認印　・受給券（医療証）のコピー

　　・2人きょうだいの預り金は7,500円、3人きょうだいは10,000円です。 　きょうだい割引（半額）があります。　割引対象は、入会料・保育料・延長料です。

　　・最低料金1時間分より。その後の計算は30分単位になります。 ・0歳児のきょうだい（双子さん・三つ子さん）の場合は、きょうだい割引はありません。

　　・ご予約は、前日17時までにご連絡下さい。前日の17時以降・当日であっても、 ・就学前に入会した小学生はきょうだい割引が適用されます。 ・お着替え

　　　空きがあればご利用が可能です。お気軽にご相談下さい。 ・就学前に入会していない小学生はきょうだい割引が適用されません。 ・乳児は必要量のオムツ・ミルク・ミネラルウォーター（500ｃｃ位）

　　・前日の17時以降又は当日に来園時刻変更のご連絡を頂いた場合、 ・小学生は入会金が免除されます。 ・バスタオル２枚（肌かけ用１枚、シーツ用１枚）をお持ちください。

　　　事前予約時刻と変更後時刻の早い方の料金をいただきます。 ・月極保育料金の範囲でご利用の方と同時にごきょうだいの方1名が一時保育をご利用された場合、

　　・年末年始（12/31～1/2)は別途１時間あたり100円UPいたします。 　きょうだい割引はありません。月極の方を除き上記きょうだい割引があります。 ◆特記事項／施設概要

　　・１ヵ月健診後のお子さまよりお預かりいたします。 ・ご希望の方には、１回５４０円にてシャワーのサービスをいたします。 　・定員：36名

・食事は、手作りで適温です。 　・開園日：平成２年７月１７日　鉄筋コンクリート造5階建1階部分　215.76㎡　

　食事・おやつ・ミルクをお持込みの場合は、持込み料1食110円頂きます。 　・休業日：年末年始及び夏季等、園児が2名以下の場合に休業する場合もあります。　　　

　★お持ち物・身につけている物には必ず記名をお願いいたします。 ・補食は、１回170円でご用意いたします。（昼のご利用でお迎えの遅い方）

　★高級品・貴重品はお持ち込みされませんようお願い致します。 ・昼食が必要な場合は１１時までに夕食は１６時までにご連絡ください。 ◆特記事項／当社契約保険　

　★園内でお持ち物を紛失した場合の責任は負いかねます。 ・朝食の提供はありませんのでご了承ください。 　・保護者及び代理人より園児をお預かりしてからお返しするまでの管理下内

　★おもちゃのお持ち込みはされませんようお願い致します。 ・入会金に期限はございませんが、当園の閉園または様々な改変に伴い無効となる場合もあります。 　・普通傷害(入院750円迄/日　通院500円迄/日)

　★受託証明書は入園後一ヶ月目に発行できます。入園手続きをされても 　・賠償責任(対人1億円迄　1事故5億円迄)三井住友海上火災保険㈱

　　ご利用されない、又は発行時に在園されていない場合は発行できません。

　★閉園時間に保育の利用をされたい場合、極力前日の17時までにご予約下さい。 ・延長時間および閉園時間のお食事は、お持ち込みをお願いします。持込料はいただきません。

・0歳児様を除くごきょうだい2名まで、1名の料金です。0歳児様を除く3人きょうだいは、1時間1,600円×1.5人分＝1時間2,400円となります。0歳児様は、別枠となり1名で1時間1,600円です。

 　　お気軽にご相談下さい。 ・本料金表は、経済事情その他により、変更することがあります。ご入会後に変更になった場合は新システムとなります。

ミルキーホーム小岩園『一時保育料金とシステムのご案内』 ミルキーホーム　小岩園
 　子育てを応援します！ 〒133-0057　江戸川区西小岩1-28-18ﾄﾞﾐｰﾙｵｵｷ103

小岩園直通０３-３６７１-３０７０　アットホームなあったかホーム　 ≪開園時間≫
平日・土曜日
7：30-21：30

≪休園時間 ≫
日曜日・祝日
9：00-18：00

≪シッター時間≫
左記時間帯に該当しない場合は

シッター時間となります。
【お問い合わせ】   04-7173-0022

設置・管理者及びお客様係・苦情受付　株式会社サニースタッフ　代表取締役　岡崎玲子　

本社〒277‐0052　千葉県柏市増尾台3-6-41　04-7171-1100　

一　時　保　育
一般 会員 一般

全年齢 0歳児～ １歳児～

入　会　金 なし なし 21,600 21,600 21,600 なし

２歳児～ ３歳児～ 小学生

延長時間
シッター時間

保　育　料　/　時 1,320 1,600 1,500 1,600 900 1,600 800 1,600

延長時間
シッター時間

開園時間
延長時間

シッター時間
開園時間

延長時間
シッター時間

開園時間時　間 開園時間
延長時間

シッター時間
開園時間

延長時間
シッター時間

開園時間

800 1,600 660 1,600

食 事 代 /　回 500 500 500 500 500 500

設　備　費　/　日
（月極保育の方は免除） 200 200 200 200 200

お や つ 代 無料 無料 無料 無料 無料 無料

衛生管理代　/　人　（2歳児以上）
（月極保育の方は免除） 70 70 70 70 70

200

ミルク持込み無しの場合
215/200cc
110/100cc

215/200cc
110/100cc

215/200cc
110/100cc

オムツ持込み無しの場合 / 回
オムツ60
パンツ80

オムツ60
パンツ80

オムツ60
パンツ80

オムツ60
パンツ80

オムツ60
パンツ80

　《 一時保育（共通）》 《 一時保育（開園時間）》 　◆登録の際のお持ち物

　◆一時保育の方のお持ち物

《 一時保育（延長時間・シッター時間）》

　　17時を超える場合や、当日でも対応が可能な場合もありますので、

おねがい



保育日数

保育時間

３歳以上

２歳

１歳

０歳

　　　※１　持込みの食事、または食事が不要な方はコースに応じた月単位での減額となります。日割のご対応はできません。　　　　※２　当日精算となります。　30分単位で計算いたします。

・月極保育は各年4月2日現在の年齢で料金が決定いたします。 　・ごきょうだい２～３人でご利用の場合、料金が高い1名（同額の場合どちらか）が ・母子手帳のコピー（出生・定期健康診断・予防接種のページ確認のため）

・保育料は前払いで、月末締めです。前月末日までにお支払い下さい。 　　正規料金になり他のお子さまにはきょうだい割引（半額）があります。 ・保険証のコピー(お持ちでない場合は身分を証明するもの)　

・月極契約開始月は、登園初日までに入会金と1ヵ月分の料金をご納金いただきます。 　　ごきょうだい4人でご利用の場合、料金が高い2名が正規料金になり ・認印　・受給券（医療証）のコピー

　翌月の初登園時までに前納されない場合のお支払までは､1歳児以上は､ 　　他のお子さまにはきょうだい割引（半額）があります。

　 一時保育会員料金で当日毎のお支払となります｡ 　　割引対象は、入会料・保育料・延長料です。※お食事代は割引対象外です

・保育料をお支払いいただきましたら、割引 返還等はできません。 　・0歳児のきょうだい（双子さん・三つ子さん）の場合は、きょうだい割引はありません。 ・哺乳瓶をご利用の方は哺乳瓶１本 ・ミネラルウォーター（５００ｃｃ位） 

・月途中でのコース変更はできません。 　・就学前に入会した小学生はきょうだい割引が適用されます。 ・オムツのパックとミルクの缶は園にてお預かりいたします。(その都度ご持参も可能）

・延長料は、現金にて当日払いになります。 　・就学前に入会していない小学生はきょうだい割引が適用されません。 ・予備のお着替え(２組)

・夏休みだけなど、短期のご利用について、1か月間までは 　・小学生は入会金が免除されます。 ・バスタオル２枚（肌かけ用１枚、シーツ用１枚）をお持ちください。

　月の途中から途中まででも月極保育料でお引き受けできます。 　・月極保育料金の範囲でご利用の方と同時にごきょうだいの方1名が ・連絡帳１冊２１０円、防災頭巾２５００円をご購入いただきます。

・休園する場合は、1か月あたり1万円をいただきます。（在籍枠確保の為） 　　一時保育をご利用された場合、きょうだい割引はありません。 ※入会後、１～３歳は年２回、

・休園は最長2か月までとなり、休園届の提出が必要です（お渡し致します。） 　　月極の方を除き上記きょうだい割引があります。 　母子手帳のコピー（定期健康診断・予防接種のページ）をご提出頂きます。

　・月２５日を越えてのお預かりは、一時保育料金になります。　 ※１歳以上は、年２回健康診断を受けて頂き、結果をご提出頂きます。

・敷布団は、レンタルとなります。シーツは毎週業者によるクリーニングを行い、 　・ご希望の方には、１回５４０円にてシャワーのサービスをいたします。

　交換されます。レンタル料及びシーツの等衛生管理代のご負担があります。 　・食事は、手作りで適温です。

・契約期間は、入園初年度は入園日より直近の3月末日までとし、 　　食事・おやつ・ミルクをお持込みの場合は、持込み料1食110円頂きます。

　両方の申出がない場合は、1年間の自動更新となります。 　・補食は、１回170円でご用意いたします。（昼のご利用でお迎えの遅い方） 　★お持ち物・身につけている物には必ず記名をお願いいたします

・契約期間満了前に退園を希望する場合は毎月10日までに、 　・昼食が必要な場合は１１時までに夕食は１６時までにご連絡ください。 　★高級品・貴重品はお持ち込みされませんようお願い致します。

　運営保育園へお知らせください。翌月1日に契約解除となります。 　・１ヵ月健診後のお子さまよりお預かりいたします。 　★園内でお持ち物を紛失した場合の責任は負いかねます。

・契約解除は、3ヶ月前の月末までの書面による通知をもって、 　・朝食の提供はありませんのでご了承ください。 　★おもちゃのお持ち込みはされませんようお願い致します。

　３ヶ月後の月末で契約解除となります。 　・年末年始（12/31～1/2)は別途１時間あたり100円UPいたします。 　★受託証明書は入園後一ヶ月目に発行できます。入園手続きをされても

　・入会金に期限はございませんが、当園の閉園または様々な改変に伴い 　　ご利用されない、又は発行時に在園されていない場合は発行できません。

　　 無効となる可能性があります。

下記のような場合は、ご予約の上、シッターの手配ができる場合もございます。 ◆特記事項／施設概要 ・開園日：平成２年７月１７日　鉄筋コンクリート造5階建1階部分　215.76㎡　

・定員：72名（昼36名・夜36名）

★お子様が、体調不良等で、一時的にお迎えまで1対1で対応する場合 ・休業日：年末年始及び夏季に休業する場合もあります。　　　

★病後児、ケガの後など、ご希望により1対1で対応する場合 ◆特記事項／当社契約保険　 ・保護者及び代理人より園児をお預かりしてからお返しするまでの管理下内

★安全面や発達面から、園希望または保護者様希望により、1対1で対応する場合 ・普通傷害(入院750円迄/日　通院500円迄/日)

★延長時間内にお迎えに来れない緊急な事情（災害等）が発生し、21:30を超える場合 ・賠償責任(対人1億円迄　1事故5億円迄)三井住友海上火災保険㈱

★閉園時間に保育の利用をされたい場合 ◆特記事項／掛り付け病院 ・大木クリニック：江戸川区西小岩1-28-18-102TEL03-5693-0600 提携なし

　極力前日17時までにご予約ください。17時を超える場合や、当日でも ◆特記事項/災害時避難場所 ・西小岩小学校　・小岩第四中学校

　対応が可能な場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。

　 本料金表は、経済事情その他により、変更することがあります。ご入会後に変更になった場合は新システムとなります。

　◆月極保育の方のお持ち物

　《園内ベビーシッターのご案内》

お　　　や　　　つ 無 料 無 料 無 料
延長時間（0歳）※2 800（1,000）／１時間 ※きょうだい割引有 800（1,000）／１時間 ※きょうだい割引有 800（1,000）／１時間 ※きょうだい割引有

シッター時間（0歳）※2 1,600（1,600）／１時間 ※2名まで同料金 1,600（1,600）／１時間 ※2名まで同料金 1,600（1,600）／１時間 ※2名まで同料金

　《月極保育》 《月極・一時共通（開園時間および延長時間）》 　◆登録の際のお持ち物

42,540 41,860

　　　　食　　　　事　　　　　　※1 6,300 3,150 6,300

76,470 46,150 45,670

６時間以内/日

入　　会　　金 21,600 21,600 21,600

月極保育料

57,930 35,330 34,240

64,110 38,940 38,050

70,290

月　極　保　育 昼コース 時々コース 時短コース

コース
選択の目安

25 日まで １０日まで 25 日まで

１1時間以内/日 １０時間以内/日

【お問い合わせ】   04-7171-1100 設置･管理者及びお客様係･苦情受付　㈱サニースタッフ　代表取締役　岡崎玲子

本社〒277-0052 千葉県柏市増尾台3-6-41　04-7171-1100　

ミルキーホーム小岩園『月極保育料金とシステムのご案内』

2019年11月5日改定

ミルキーホーム　小岩園
 　子育てを応援します！ 〒133-0057　江戸川区西小岩1-28-18ﾄﾞﾐｰﾙｵｵｷ103

小岩園直通０３-３６７１-３０７０　アットホームなあったかホーム　 ≪開園時間≫
平日・土曜日
7：30-21：30

≪休園時間 ≫
日曜日・祝日
9:00-18:00

≪シッター時間≫
左記時間帯に該当しない場合は

シッター料金となります。

おねがい


