
 
 

2021-2022 TUITION AND FEES 

Non-Refundable Fees: 

School Year Student Application Fee: $150 

Disaster Kit Fee: $40  

Kindergarten Material Fee (Kindergarten students only): $100 

Preschool Program Tuition Rates: School year (September – Mid June) 

School Day & Kindergarten (8:50 AM - 3:00 PM) 

Days per week  Annual Monthly tuition 

5 $15,500 $1,550 

4 $14,000 $1,400 

3 $12,500 $1,250 

Half Day (8:50 AM – 12:30 PM) 

Days per week Annual  Monthly tuition 

5 $12,500 $1,250 

Tuition Payments Plan: Lunch and snacks are included in the tuition.  

(Monthly Payments) 

Tuition is an annual fee, payable in 10 monthly installments. The first installment is a non-refundable 
deposit due within 14 days of acceptance and represents the tuition payment for the first month (September 
2021). The remaining 9 monthly payments are due on the 1st day of the month in which it applies.

Tuition is due each month in full, despite vacations, illness, absences, or school closures (such as snow 
days, public health closures, power outages, etc.). Pikake School reserves the right to deny service if tuition 
has not been paid by the 5th day of the month. 

(Annual Payments) Tuition is payable at one time and includes all tuition costs at the time of enrollment. 

Sibling Discount: 

10% discount will be applied to the student with the lowest tuition rate. 

Enrollment Process: 

1) Tour our school  
2) Fill out Enrollment Application online 
3) Pay application fee and deposit online within 14 days (Invoice will be sent via email.) 
4) You will receive a welcome letter from Pikake School 
5) Complete required forms including Health form, Immunization form, Consent for Emergency 

Treatment, Photo Use Permission, and Field Trip Form  



 
 

授業料および諸経費のご案内 

 

アプリケーション（申し込み料／払い戻しなし）: 

ようちえんクラス申し込み料: $150  

緊急避難用キット料:$40 

キンダーガーテン教材費（キンダーガーテンの生徒のみ）：$100 

ようちえんクラス授業料：スクールイヤー（９月〜６月中旬） 

School Day & Kindergarten (8:50 AM - 3:00 PM) 

Days per week （週につき）  Annual（年間） Monthly tuition （月額） 

5（月―金） $15,500 $1,550 

4 $14,000 $1,400 

3 $12,500 $1,250 

Half Day (8:50 AM – 12:30 PM) 

Days per week（週につき） Annual（年間）  Monthly tuition（月額） 

5（月―金） $12,500 $1,250 

  

授業料支払いプラン: 授業料にはお給食とおやつが含まれます。 

(月ごとの支払い ) 

授業料は年間費になります。１０回に均等分割支払いが可能です。１回目のお支払いはデポジ

ットとして払い戻しが出来かねますのでご注意下さい。こちらのデポジットは最初の月の授業

料に充当されます。残りの９回分の授業料はそれが適応される月の１日が支払いの締め切り日

となります。休暇、欠席、病気、または学校の閉鎖（雪、保健局による閉鎖、停電など）にな

どによる授業料の払い戻しはありません。 毎月５日までに授業料が支払われなかった場合、

Pikake Schoolはサービスを拒否する権利を留保します。

 (年間支払い) １０ヶ月分の授業料を年間授業料としてお申し込み時に一括でお支払いも頂けま

す。 

兄弟姉妹割引き: 

ご兄弟でご登園の場合に同じもしくは低い方の授業料の10％の割引がございます。 

お申し込みのステップ: 

1) ツアー（見学）にご参加下さい。  

2) オンラインの登録申請書にご記入の上お申し込み下さい。 



3) アプリケーションフィー$150と登録料をオンラインにて１４日以内にお支払い下さい。

(インボイスがメールにて送信されてまいります。)支払いが確認されますと、お席が確

保されます。 

4) スクールよりウェルカムメールが届きます。 

5)  その他の書類をご提出お願い致します。（健康フォーム、緊急フォーム、写真の利用承

諾書、遠足許可フォームなど） 

 

 


