
保育日数

保育時間

３歳以上

２歳１割増

１歳２割増

０歳３割増

※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。（月極・一時共） 　　　　　　　　　　　　　　●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。

◎登録の際のお持ち物

12時間～ 12時間～ 12時間～ 12時間～ 12時間～ ★ベビーカー・お持ち物・身につけている物には 　・母子手帳のコピー（出産の状態・定期健康診断・予防接種のページ確認のため）

24時間迄 24時間迄 24時間迄 24時間迄 24時間迄 　・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)

900/時 10,800/日 800/時 9,600/日 800/時 9,600/日 1,320/時 15,840/日 660/時 7,920/日 　・認印　・医療証（受給券）のコピー

1,500/時 18,000/日

◎月極保育の方のお持ち物

★おもちゃのお持ち込みはされませんよう 　・哺乳瓶をご利用の方は哺乳瓶１本・ミルク・オムツ・おしりふき

　お願い致します。 　・2歳からのお子様は、水筒・お手拭タオル・歯ブラシをお持ちください

   ・予備のお着替え(０～１才は２組～、２才以上は１組～)

　　汚れたお着替えをお返しした際は、翌登園日に補充して下さい。

★生後１ヵ月未満のお子様は、ベビーシッタ－を 　※入会後、０～３歳は年２回　母子手帳のコピー（定期健康診断・予防接種の

　お勧めいたします。 　　ページ）をご提出頂きます。

※一時保育料金は、お預かりの日の年齢で決定いたします。 ※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。（月極・一時共） 　※２～３歳は、母子手帳に記載される定期健康診断を含め年２回健康診断を

※一時保育料金は、３０分単位で計算いたします。 　《一時保育》  　　受けて頂き、結果をご提出頂きます。

　《月極保育》    ・お預り時にお一人5000円以上のお預り金を賜ります。お帰りの際に精算させて頂きます。 　発生する場合がありますのでご了承ください。 　※４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。

・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。    ・24時間コースのご利用の場合は、お預り時に予定金額以上の預り金を賜ります。 ★一時保育をご利用される方で、初回のご提出して

・はじめに入会金と1ヵ月分の料金を入れていただきます。 　　お預りできない場合は、時間計算になります。 　いただいた母子手帳および保険証など、変更事項が ◎一時保育の方のお持ち物

・送迎の際には、タイムカードの打刻をお願いいたします。 　 ・24時間コースをご利用の方で、24時間を過ぎてのご利用時間分は時間計算となります。 　ある方は再度のご提出をお願いいたします。 　・乳児は預かり時間に合わせた必要数のオムツ・お着替え・ミルク・哺乳瓶　

・保育料は前払いで、翌月分を前月末日までにお支払い下さい。 　 ・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。

　翌月の初登園時までに前納されない場合はお支払いまで一時保育料金となります。 　《月極・一時　共通項目》

・保育料をお支払いいただきましたら、割引 返却等は 　・ごきょうだいで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

　一切出来ませんのでよろしくお願いいたします。 　　正規料金になり、1歳以上になる他のお子さまにはきょうだい割引（半額）があります。

・コースを組合せて複合コースとすることも可能です。 　　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、1歳以上になる ◆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㎡　

・連泊の場合、登園後24時間目より基本の保育時間を引いた 　　他のお子さまにはきょうだい割引（半額）があります。 　・定員：72名（昼36名・夜36名）　　 　・休業日：年末年始及び夏季に休業する場合もあります。　　　

　時間が延長時間となります。 　　（割引対象は、入会金・保育料・延長料・日数超過割増になります.）※お食事代は割引対象外です

　登園後24時間目が翌日の登園として打刻されます。 　　ただし入会金はごきょうだいが同時に入会して頂く場合のみ、きょうだい割引が適用になります。　 ◆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

・その他、連絡帳・行事費などの諸経費がかかります。    ・ご希望の方には、前金にてお風呂のサービスをいたします。　0歳1080円/回・1歳～540円/回 ・普通傷害(入院750円迄/日　通院500円迄/日)　・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㈱

・夏休みだけなど、短期のご利用について、1か月間までは 　・小学生は入会金不要で会員料金になります。

　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。 　・食事は、手作りで適温です。

・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） 　・補食は１食170円です。（昼間部でお迎えの遅い方）お持込みの場合、持込料110円頂きます。

・休園は最長2か月までとなります。（休園届の提出が必要です。お渡し致します。）
　・敷布団（2歳児以上）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、交換されます。

・予定より早く復帰される場合は、復帰月の月極保育料として 　　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。

　充当することができます。 　・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。

・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、

　両方の申出がない場合は、1年間の自動更新となります。
・保護者様からの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。

・園からの契約解除は、3ヶ月前の月末までの書面による通知をもって3ヶ月後の月末で契約解除となります。

★保育中に発熱など体調不良となられました際は、

　ご連絡がつかなくても、シッター対応となり、料金が

お持込されない方のミルク 215円/200cc   110円/100cc 215円/200cc   110円/100cc

★小学生さんのゲーム類の持ち込みはご遠慮ください。

★１ヵ月健診後のお子さまよりお預かりいたします。

お持込されない方のオムツ  ｵﾑﾂ ６０/回 　ﾊﾟﾝﾂ８０/回  ｵﾑﾂ ６０/回 　ﾊﾟﾝﾂ８０/回   ｵﾑﾂ ６０/回 　ﾊﾟﾝﾂ８０/回  ｵﾑﾂ ６０/回 　ﾊﾟﾝﾂ８０/回

衛生管理代（一人に付）
（2歳児以上）

70/日 70/日 70/日 70/日 70/日

設備費 200/日 200/日 200/日 200/日 200/日

★私物の管理については当園ではできません

おやつ代 無　料 無　料 無　料 無　料 無　料

食　　　　　　事 500/回 500/回 500/回 500/回 500/回

    必ずお名前を付けて下さい。

保  育  料 ★高級品・貴重品はお持ち込みされませんよう

０才児保育料 　お願い致します。

時             間 12時間迄 12時間迄 12時間迄 12時間迄 12時間迄

小学生

入   会   金 21,600 21,600 21,600 な　　し な　　し ▽▲おねがい▲▽

400（500）／３０分
　　　　（当日精算）

400（500）／３０分
　　　　（当日精算）

400（500）／３０分
　　　　　（当日精算）

400（500）／３０分
　　　　（当日精算）

400（500）／３０分
　　　（当日精算）

一　時　保　育 会　員（１歳） 会　員（2歳） 会　員（3歳以上） 一般（0歳より）

時間超過料金
（0歳児）

400（500）／３０分
　　　　　（当日精算）

400（500）／３０分
　　　　（当日精算）

400（500）／３０分
　　　　（当日精算）

400（500）／３０分
　　　　（当日精算）

一時料金（当日精算） 一時料金（当日精算） 一時料金（当日精算） 一時料金（当日精算） 一時料金（当日精算）

無料 無料 無料 無料 無料

規定日数超過の場合 一時料金（当日精算） 一時料金（当日精算） 一時料金（当日精算） 一時料金（当日精算）

3,150 6,300 6,300 1,600

お　　　や　　　つ 無料 無料 無料 無料

57,660 112,560 46,300

食　　　　　　　　事 6,300 3,150 6,300 6,300 6,300

52,820 103,500 42,690

75,070 44,750 44,270 91,120 87,120 58,140

49,380 95,830 40,490

68,890 41,140 40,460 84,010 80,010 53,500

44,540 86,770 36,880

64,110 38,940 38,050 78,310 74,310 50,270

21,600 21,600

月極
保育料

57,930 35,330 34,240 71,200 67,200 45,630

18時間以内/日

入　 会　 金 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600

5日まで

１１時間以内/日 １０時間以内/日 6時間以内/日 １１時間以内/日 ９時間以内/日 ９時間以内/日 5時間以内/日 １８時間以内/日

同左

２５日まで １０日まで ２５日まで ２５日まで ２５日まで 10日まで ２５日まで ２５日まで

昼間部・夜間部半々位
又は主に２３：００までに
お迎えのいずれかの方

主に１４：００以降に登園
又は主に２３：００以降に
お迎えのいずれかの方

同左
主に１４：００以降に登園
又は主に２３：００以降に
お迎えで1日5時間以内

主に朝５：００以降に
お迎えの方

夜コース 夜・時々コース 夜・時短コース 宿泊コース 宿泊・時々コース

コース選
択の目安

時 間 帯
主に１１：００までに登園
 又は主に２０：００までに
お迎えのいずれかの方

同左
主に１1：００までに登園
 又は主に18：００までに
お迎えで1日6時間以内

月　極　保　育 昼コース 昼・時々コース 昼・時短コース 昼夜・変則コース 複合コース

★ 市川市にお住まいの方には、保育料補助があります。（条件あり）
〒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　

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

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

  ２４時間

ミルキーホーム小岩園　『料金とシステムのご案内』　  
2019年10月1日改定

   子育てを応援します！
アットホームなあったかホーム ミルキーホーム　小岩園


