ノイ幼児教室

2021 年コース費用一覧表

(2021/6/1 改訂 )

□ プレシャスコース
時間割

クラス名
プレシャス（短時間）
プレシャス（長時間）

月謝

入会金

週２回 月・火・木・金

10 時〜14 時

¥30,800

¥30,240

週３回 月・火・木・金

10 時〜14 時

¥42,000

¥30,240

週２回 月・火・木・金 ９時〜17 時

¥61,400

¥30,240

週３回 月・火・木・金 ９時〜17 時

¥84,000

¥30,240

備考
母子分離
WEB カメラ（課題中）
オプション別途

□ プログレスコース

プログレス附属幼稚園

プログレス難関幼稚園
２年保育受験プログレス

年少プログレス

備考

入会金

月謝

時間割

クラス名

¥27,500 ¥30,240

振替枠 第３月曜日 11 時〜12 時
※プレシャスコース同時受講
３,０００円引き

水曜 １１時１５分〜１２時１５分

¥19,800 ¥30,240

振替枠 第３月曜日
９時 45 分〜10 時 45 分
※プレシャスコース同時受講
３,０００円引き

水曜 １３時３０分〜１５時

¥27,500

水曜 １0 時〜１1 時
水曜 １１時１５分〜１２時１５分

¥30,240

木曜 １４時〜１５時（１１〜３月）
¥19,800 ¥16,240
水曜 １５時１５分〜１６時１５分
（４月〜１０月）

振替枠 年少プログレス
※2 年保育受験プログレスコース・
年少プログレスコース・
幼稚園生のための絵画・工作コース
複数受講：2,000 円引き

□ 年中コース
クラス名

時間割

月謝

入会金

備考

年中ペーパー

火曜 15 時〜16 時

¥19,800

¥30,240

※２コース受講：2,０００円引き
※３コース受講：４,０００円引き

年中行動観察

火曜 16 時〜17 時

¥17,600

¥30,240

振替枠 : 第３月曜日
15 時〜16 時・16 時〜17 時

¥19,800

¥30,240

４月〜１０月

受験絵画・工作

水曜 １５時３０分〜１６時３０分
木曜 １6 時３０分〜１7 時３０分

★ 月謝は自動引き落としの場合は前月 27 日になります。
★ 現金の場合は前月 25 日までに受付までお持ちください。
★ 現会員のご兄弟が入会される場合は入会金免除になります。
★ ご紹介の方が入会される場合は入会金が半額になります。（体験前にご紹介者をお知らせいただいた方のみ）
★ 月謝額は教材費・消費税込みの金額となります。
振込先
三井住友銀行 恵比寿支店 普通 ８９６３９５３ 口座名義 カブシキガイシャ ノイキョウイクケンキュウジョ

neu 幼児教室

東京都渋谷区恵比寿西 1 丁目 10 番 10 号 若葉西ビル５階（恵比寿駅徒歩 2 分）

TEL. 03-6416-0742

FAX. 03-6416-0743

ノイ幼児教室

2021 年コース費用一覧表

(2021/6/1 改訂 )

□ 絵画・工作コース
クラス名

時間割

幼稚園生のための絵画・工作

水曜 14 時〜15 時
水曜 15 時 30 分〜16 時 30 分
木曜 15 時〜16 時

月謝
¥18,700

入会金
¥16,500

備考
※振替は前日１７時までに

ご連絡

月2回

□ 年長コース
クラス名

時間割

年長ペーパー

年長行動観察Ａ

年長受験絵画・工作
慶應幼稚舎・早稲田実業・
慶應横浜初等部・青山学院初等部
工作と行動観察

木曜 15 時〜16 時半

月謝

入会金

¥27,500

¥30,800

木曜 16 時半〜17 時半

¥22,000

¥30,800

金曜 15 時〜16 時 15 分

¥22,000

¥30,800

金曜 16 時半〜18 時

¥27,500

¥30,800

備考
※２コース受講：2,０００円引き

※３コース受講：４,０００円引き
振替枠：第 4 月曜日
15 時〜16 時半
16 時半〜17 時半
欠席の場合 教材配布
担当講師より解説
欠席の場合 教材配布
担当講師より解説

□ 個別指導コース
時間・曜日は個別相談になります。
２回 ¥26,400 ４回 ¥48,400 ８回 ¥88,000

入会金 38,500 円（個別指導のみの入会の場合）

★ 月謝は自動引き落としの場合は前月 27 日になります。
★ 現金の場合は前月 25 日までに受付までお持ちください。
★ 現会員のご兄弟が入会される場合は入会金免除になります。
★ ご紹介の方が入会される場合は入会金が半額になります。（体験前にご紹介者をお知らせいただいた方のみ）
★ 月謝額は教材費・消費税込みの金額となります。
振込先
三井住友銀行 恵比寿支店 普通 ８９６３９５３ 口座名義 カブシキガイシャ ノイキョウイクケンキュウジョ

neu 幼児教室

東京都渋谷区恵比寿西 1 丁目 10 番 10 号 若葉西ビル５階（恵比寿駅徒歩 2 分）

TEL. 03-6416-0742

FAX. 03-6416-0743

