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保育方針

• 集団生活を通して協調性、社会性を身につけるサポートを
します。

• アクティビティーやお出かけイベント等を通して、好奇心を
育み、自ら学ぼうとする姿勢を育みます。

• ひとりひとりの個性を大切にし、自発的な活動を促します。

• 安全に楽しく過ごし、お子様が放課後を有意義に過ごせる
環境づくりを心がけます。



目次

1. 入会対象

2. 営業日・休業日
・営業日・休業日
・基本営業時間
・延長可能時間

3. サービス内容
・送迎サービス
・1年生新学期サポートサービス
・入退室お知らせサービス
・アクティビティー
・その他

4. 会員種別・料金体系
・レギュラー会員
・中学年レギュラー会員
・高学年レギュラー会員
・振替制度
・通常授業日以外のお預かり
・お送りサービス
・オプション送迎
・スポット会員
・各種割引制度
・各種変更手数料

5. サービスのお申込み・変更・キャン
セルについて

6. ご利用料金のお支払いについて

7. 安全について

8. プレ会員



1. 入会対象

小学校1年生から小学校6年生まで

2. 営業日・営業時間

＜営業日・休業日＞

＜基本営業時間＞

＊基本営業時間はレギュラー会員の利用時間に準じます。中学年・高学年レギュラー、スポット会員の方は、
ご利用可能時間が異なる場合があります。
＊基本営業時間外のお預かりはスポットパックのご利用はできません。

＜延長可能時間＞

各種会員の方が、前延長料および延長利用料を使用することで利用できる最大延長可能時間は以下の通り

です。

*スポットパックでのご利用はできません。440円/15分の前延長/延長料金でのみご利用いただけます。

*プレミアム会員は、8:00～8:30の前延長はかかりません。

営業日 平日

休業日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始

通常日 12:00〜19:00

長時間お預かり 8:30〜19:00

前延長 延長

通常日
レギュラー会員 8:00〜13:00

19:00〜21:00高学年レギュラー会員 8:00〜16:00

長期休み期間 8:00〜8:30



3. サービス内容

＜送迎サービス＞ (レギュラー会員のみ)

送迎対象校に、スタッフがお迎えにあがるサービスです。

【送迎規則】

1. 送迎ルートはトライが最も合理的と判断したルートとし、送迎手段は送迎車のほか、距離に
応じて徒歩の場合もございます。

2. お迎えの時間はトライが指定致します。

3. 道路状況により、徒歩または公共交通機関を利用して送迎を行う場合がございます。その
際の交通費につきましては当施設で負担致します。

4. 交通事情、安全上、ご希望の時間通りに到着できない場合がございます。

【サービス詳細】

・レギュラー会員の方は、学校通学日に送迎対象施設へのお迎えをご利用いただけます。

・ご利用可能時間は基本利用可能時間に準じます。

・スポット利用の方が送迎を希望する場合は、施設外延長利用料(税込660円)がかかります。利用日登録し
ているレギュラー会員の方の送迎が優先となりますので、ご希望に添えない場合もあります。

・春・夏・冬休み、学校創立記念日、開港記念日、行事振替休日は送迎サービスは行っておりません。直接

施設までお越しください。

送迎対象校
・日吉南小学校

・駒林小学校



＜1年生新学期サポートサービス＞

新しい生活が始まる新一年生には、できるだけ早く新しい環境に慣れ、楽しく過ごしていただけるよ

う、優先的に送迎を行います。

入学直後は、給食が始まっておらず下校時刻も早くなりますが、入学式式以降、4月に限り、12:00
以前にご入室された場合も、前延長料金はいただきません。

＜入退室お知らせサービス＞

*あんしんナビメールにご登録可能なメールアドレスは、お子様一名につき一件までです。

＜その他＞(レギュラー・中学年・高学年レギュラー会員のみ)

・「れんらく袋」について

レギュラー会員の方には、「れんらく袋」をお渡しいたします。トライ通信等のお知らせなどを配布す

る際に使用します。参加される日は必ずお持ちください。

・トライ通信について

毎月のアクティビティの日程や内容、およびその他お知らせを記載したトライ通信を毎月20日(20日
が土日祝日の場合はその翌営業日)に発行いたします。

あんしんナビメール

お子さまの入退室を保護者様が登録されたアドレスにメール配
信するサービスです。入室・退室の際にお子様がご自身でバー
コードリーダーにカードをかざし、スキャンと同時にメールが配信
されます。

施設利用時間はあんしんナビメールシステムをもとに算出してい
ます。



＜アクティビティー＞

英語

単語の暗記だけではなく、 Phonicsを中心に読む力を身に付けます。

また、オリンピックやワールドカップなどのイベントを通して世界中の文化や言葉に触れて、「国

際理解」の意識も育みます。

クッキング
野菜の名前や育ち方を知り、切り方などの調理の手順を体験する中で、食べ物を大切にする

気持ちを育みます。

体操
バランスをとったり、回ったり。身体も頭もフル回転させていろいろな技や動きに挑戦します。丈

夫で健康な身体の発育を促します。

アート
自由に想像する、表現するおもしろさを大切にしています。子どもたちの想像力と創作意欲を

育みます。

サイエンス
身近なものを使って、理科のおもしろさに触れます。「ふしぎだな」「なんでだろう？」という気持

ちを大切に、子どもたちの好奇心を育てます。

季節行事
季節ごとの行事にちなんだイベントを行います。

*例：ひなまつり 七夕 ハロウィン クリスマスなど

お誕生会
その月にお誕生日を迎えるお友だちのお祝いをします。

手作りケーキをみんなで食べます。

インドア
キャンプ

みんなでトライに泊まろう！

みんなで夕飯を食べて、銭湯へ行きます☆

お出かけ
イベント

夏休みや春休みなどの長期休みには、いろいろな場所へお出かけに行きます。

これまでに行ったことのある場所

●こどもの国 ●藤子・F・不二雄ミュージアム

●岡本太郎美術館 ●つくし野アスレチック

サマー
キャンプ

夏休みには、富士五湖の一つ、西湖の民宿を貸切、2泊3日のキャンプを行います。

メインイベントはハイキング！

他にも工作や、バーベキュー、花火、キャンプファイヤーなど、

内容盛りだくさん☆

親元を離れ、一緒にお風呂に入ったり、子どもたちだけでお部屋で過ごしたり。仲間との絆が

一気に深まるトライ最大のイベントです。





4. 会員種別・料金体系

レギュラー会員

＜基本利用可能時間＞

＜料金＞

*週1・週2回コースは、利用開始の時点で当施設のレギュラー会員として13か月以上在籍している小学校3年生以上方のみご利用いただけま
す。

*施設管理費には、アクティビティの材料費、システム利用料、その他施設の維持管理に必要な費用が含まれています。

対象 内容

小学校1年生〜6年生 ご利用になる曜日を固定し、月極でサービスを受けられる会員です。
送迎対象校へのお迎え(無料)が利用できます。

通常月 12:00〜19:00

8月
送迎対象校長期休み期間 8:30〜19:00

送迎対象校給食開始日まで 12:00〜19:00

入会金 33,000円

年会費
(保険料・データ管理費などとして)

5,500円/年

月
会
費

コース 週1日* 週2日* 週3日 週4日 週5日

通常月 17,200円 29,300円 36,700円 42,100円 46,850円

8月 24,300円 42,200円 52,600円 60,100円 66,500円

※税込表示

施
設
管
理
費

コース 週1日* 週2日* 週3日 週4日 週5日

全月共通 1,500円 1,750円 2,000円 2,250円 2,500円



＜スポット利用料＞

レギュラー会員は、下記利用料でレギュラー登録日以外もご利用いただけます。

＊スポットパックは「基本営業時間」内でご利用いただけます。学校行事の振替休日、開港記

念日等で朝からご利用になる際は、「前延長」でのご利用となります。

＊スポットパックのお申込み期限は、前営業日15:00までです。期限以降にお申込みの場合は、
通常利用料でのご利用となります。

＊前営業日15:00を過ぎてのお申し込みの場合、お預かりをお受けできかねる場合があります。
ご了承ください。

＜その他利用料＞

*1 「あんしんナビメール」の入退館時間を基に、当該利用時間を超過した場合は、次の15分の料金が発生いたします。
*2 ライトミールのみのお申込みはできません。

延長利用、夜ミールの当日申し込みも可能なかぎり対応いたしますが、ミールをご用意できない場合があります。

その場合は、ライトミールでの対応とさせていただきます。内容はおにぎりとお味噌汁などの軽食です。

（ミールでの対応が可能か、ライトミールとなるかは、当施設で判断致します。)

通常利用料 440円 / 15分

スポットパック
午前

(8:30〜13:00)
午後

(13:00〜19:00)
終日

(8:30〜19:00)

利用料 4,620円 4,620円 7,480円

前延長・延長利用料*1 440円 / 15分
基本利用時間外に延長して利用される
場合は、15分単位で前延長/延長利用
料が発生いたします。

ミール(昼食/夕食) 682円 / 1食

ライトミール*2 385円 / １食

※税込表示

※税込表示



中学年レギュラー会員

＜基本利用可能時間＞

＜料金＞

*施設管理費には、アクティビティの材料費、システム利用料、その他施設の維持管理に必要な費用が含まれています。

*下校後～トライ到着までの間に起こった怪我、事故等につきまして、当施設では一切の責任を負いかねます。

対象 内容

小学校3年生〜6年生

ご利用になる曜日を固定し、月極でサービスを受けられる会員です。
自力で当施設に通うことができるお子様が対象です。下校時刻の30
分後までに入室してください。その時間を過ぎても入室していない場
合は、保護者の方に連絡します。
(例: 14:35下校の場合は15:05までに入室）

通常月 12:00〜19:00

8月
送迎対象校長期休み期間 8:30〜19:00

送迎対象校給食開始日まで 12:00〜19:00

入会金 33,000円

年会費
(保険料・データ管理費などとして)

5,500円/年

月
会
費

コース 週１日 週２日 週３日 週4日 週５日

通常月 15,100円 26,700円 33,500円 38,300円 41,900円

8月 20,250円 37,550円 47,350円 54,300円 59,500円

※税込表示

施
設
管
理
費

コース 週1日 週2日 週3日 週4日 週5日

全月共通 1,500円 1,750円 2,000円 2,250円 2,500円



＜スポット利用料＞

下記利用料でレギュラー登録日以外もご利用いただけます。

＊スポットパックは「基本営業時間」内でご利用いただけます。学校行事の振替休日、開港記

念日等で朝からご利用になる際は、「前延長」でのご利用となります。

＊スポットパックのお申込み期限は、前営業日15:00までです。期限以降にお申込みの場合は、
通常利用料でのご利用となります。

＊前営業日15:00を過ぎてのお申し込みの場合、お預かりをお受けできかねる場合があります。
ご了承ください。

＜その他利用料＞

*1 「あんしんナビメール」の入退館時間を基に、1分でも当該利用時間を超過した場合は、次の15分の料金が発生いたします。
*2 ライトミールのみのお申込みはできません。

延長利用、夜ミールの当日申し込みも可能なかぎり対応いたしますが、ミールをご用意できない場合があります。

その場合は、ライトミールでの対応とさせていただきます。内容はおにぎりとお味噌汁などの軽食です。

（ミールでの対応が可能か、ライトミールとなるかは、当施設で判断致します。)

通常利用料 440円 / 15分

スポットパック
午前

(8:30〜13:00)
午後

(13:00〜19:00)
終日

(8:30〜19:00)

利用料 4,620円 4,620円 7,480円

前延長・延長利用料*1 440円 / 15分
基本利用時間外に延長して利用される
場合は、15分単位で前延長/延長利用
料が発生いたします。

ミール(昼食/夕食) 682円 / 1食

ライトミール*2 385円 / １食

※税込表示

※税込表示



高学年レギュラー会員

＜基本利用可能時間＞

＜料金＞

*施設管理費には、アクティビティの材料費、システム利用料、その他施設の維持管理に必要な費用が含まれています。

*下校後～トライ到着までの間に起こった怪我、事故等につきまして、当施設では一切の責任を負いかねます。

施
設
管
理
費

コース 週1日 週2日 週3日 週4日 週5日

全月共通 1,500円 1,750円 2,000円 2,250円 2,500円

対象 内容

小学校4年生〜6年生

ご利用になる曜日を固定し、月極でサービスを受けられる会員です。

より自立してきた高学年のお子様を対象としており、基本利用時間が異なり
ます。
16:30以降の入室の場合、おやつはありません。

通常月

通常授業日 16:00〜19:00

送迎対象校給食終了日から

14:00〜19:00
送迎対象校給食開始日まで

送迎対象校長期休み期間 8:30〜19:00

8月
送迎対象校長期休み期間 8:30〜19:00

送迎対象校給食開始日まで 14:00〜19:00

月
会
費

コース 週1日 週2日 週3日 週4日 週5日

通常月 11,200円 18,350円 22,850円 28,450円 32,900円

8月 15,600円 32,950円 42,750円 49,700円 55,450円

入会金 33,000円

年会費
(保険料・データ管理費などとして)

5,500円/年

※税込表示



＜スポット利用料＞

高学年レギュラー会員は、下記利用料でレギュラー登録日以外もご利用いただけます。

＊スポットパックは「基本営業時間」内でご利用いただけます。学校行事の振替休日、開港記

念日等で朝からご利用になる際は、「前延長」でのご利用となります。

＊スポットパックのお申込み期限は、前営業日15:00までです。期限以降にお申込みの場合は、
通常利用料でのご利用となります。

＊前営業日15:00を過ぎてのお申し込みの場合、お預かりをお受けできかねる場合があります。
ご了承ください。

＜その他利用料＞

*1 「あんしんナビメール」の入退館時間を基に、当該利用時間を超過した場合は、次の15分の料金が発生いたします。

*2 ライトミールのみのお申込みはできません。

延長利用、夜ミールの当日申し込みも可能なかぎり対応いたしますが、ミールをご用意できない場合があります。

その場合は、ライトミールでの対応とさせていただきます。内容はおにぎりとお味噌汁などの軽食です。

（ミールでの対応が可能か、ライトミールとなるかは、当施設で判断致します。)

通常利用料 440円 / 15分

スポットパック
午前

(8:30〜13:00)
午後

(13:00〜19:00)
終日

(8:30〜19:00)

利用料 4,620円 4,620円 7,480円

前延長・延長利用料*1 440円 / 15分
基本利用時間外に延長して利用される
場合は、15分単位で前延長/延長利用
料が発生いたします。

ミール 682円 / 1食

ライトミール*2 385円 / １食

※税込表示

※税込表示



プレミアム会員

＜基本利用可能時間＞

＜料金＞

*施設管理費には、アクティビティの材料費、システム利用料、その他施設の維持管理に必要な費用が含まれています。

☆契約期間：毎年4月1日～翌年3月31日

☆プレミアム会員申込・変更可能期間：

プレ会員本登録時および毎年2月10日～3月10日(3/10が土日祝日の場合はその前営業日)

☆プレミアム会員は毎年自動更新となります。

☆契約期間内に会員種別変更、休会、または退会をされた場合は、下記のとおり解約手数料が発生いたし

ます。予めご了承ください。

対象 内容

小学校1年生〜6年生
1年ごとに更新の定額制会員です。年間を通して利用日を自由に設
定いただけます。送迎対象校へのお迎え(無料)がご利用いただけま
す。

通常月 12:00〜19:00

8月
送迎対象校長期休み期間 8:00〜19:00

送迎対象校給食開始日まで 12:00〜19:00

入会金 33,000円

年会費
(保険料・データ管理費などとして)

5,500円/年

月
会
費

全月共通
一律

46,200円

※税込表示

施
設
管
理
費

全月共通
一律

2,500円

契約解除月 4月～9月 10月～12月 1月～3月

解約手数料 66,000円 33,000円 17,500円



振替制度 (レギュラー会員・中学年レギュラー会員・高学年レギュラー会員のみ)

・振替希望日の利用可能時間は振替先日の営業時間内の限ります。

(通常日 12:00〜19:00 / 長時間お預かり日 8:30〜19:00)

・振替ができる時間は、振替元日の時間に準じます。

(通常日 12:00〜19:00 / 長時間お預かり日 8:30〜19:00)

例：

1)通常日のお休みを、他の通常日に振替たい場合
12:00〜19:00の間でご利用いただけます。

2)通常日のお休みを長時間お預かり日に振替したい場合
23:00〜19:00を振替としてご利用いただけます。
(12:00より前のご利用はスポットまたは前延長となります)

3)長時間お預かり日のお休みを他の長時間お預かり日に振替したい場合
8:30〜19:00の間でご利用いただけます。

4)長時間お預かり日のお休みを通常日に振替したい場合
12:00〜19:00を振替としてご利用いただけます。
(12:00より前のご利用はスポットまたは前延長となります)

*年末年始期間は、祝日振替の振替元日としてご利用いただけません。

*サマーキャンプ実施期間中は、振替先日としてご利用いただけません。

・振替サービスは、振替先日・振替元日のいずれか早い方の前営業日15:00までにお申込みください。期限を過ぎてからの利用日変更は、
スポット扱いとさせていただきます。

・学校送迎を希望される場合、送迎便の定員の都合上、ご希望に添えない場合がございます。

・振替サービスは必ず事前にお申込みください。遡ってのお申込みは受けかねます。

通常授業日以外のお預かり

開港記念日や、学校行事の振り替え休日等、「国民の祝日」以外で学校がお休みの場合、

最長8:00からのお預かりが可能です。お休み日の送迎対象校・駅への送迎はいたしません
ので、自力で当施設までお越し下さい。

*原則として前延長(税別400円/15分)扱いとなります。

*基本営業時間内は会員種別ごとに通常通りご利用いただけます。

レギュラー利用日が祝日の場合 同月内の他の営業日に限り、振替いただけます。

レギュラー登録日を他の曜日に
振替したい場合

祝日の場合とは別に、自己都合等でレギュラー登録
日を同月内の他の営業日に振替いただけます。

振替可能回数
週1・週2回コース → 1回/月

週3・週4回コース → 2回/月



オプション送迎

プールや塾などの習い事にスタッフが付き添うサービスです。オプション送迎は、距離に応じて徒歩、ま

たは公共の交通機関を利用して送迎を行います。その際、お子様の交通費、およびスタッフの往復にか

かる交通費は会員様にご負担いただきます。

ご希望の方は、指定の申込書にご記入の上、送迎開始希望日の1ヶ月前までにご提出ください。お見積
書を提示させていただきます。ご利用料金をご確認の上、送迎を希望されるかどうか再度ご連絡ください。

*端数は10分単位で切り上げ 例：12分→20分

・料金は、基本料金(スタッフの往復の移動時間と待機時間の合計)とスタッフ・お子様の交通費の合計となりま
す。

・同じ方面、同じ時間帯に複数のお子様がいる場合は、一緒に送迎する場合があります。

・前営業日15:00以降のキャンセルはサービス料の100%をキャンセル料として申し受けます。

・場合によっては送迎スタッフを手配できない場合もございますので、予めご了承ください。

・オプション送迎は保険対象外となります。

基本料金 990円/30分(以降10分*ごとに330円加算)

※税込表示



スポット会員

スポット会員へご入会の方は、初めてご利用日の5営業日前までに、入会手続きを完了して下
さい。お手続きは、必要書類のご提出と入会金のお支払いをもって完了とさせていただきます。

＜料金＞

＊スポットパックのご利用可能時間は、レギュラー会員の「基本利用可能時間」に準じます。

学校行事の振替休日、開港記念日等で朝からご利用になる際は、「前延長」でのご利用となり

ます。

＊スポット会員のご利用のお申込みは、前営業日15:00までです。期限を過ぎてのお申込みは
お受けできかねますので、ご了承ください。

＜その他利用料＞

*1 「あんしんナビメール」の入退館時間を基に、当該利用時間を超過した場合は、次の15分の料金が発生いたします。
*2 ライトミールのみのお申込みはできません。

対象 内容

スポット会員 小学校1年生〜6年生
都度のご利用前にお申込の上、サービス
を受けられる会員です。送迎はございま
せん。自力で当施設までお越しください。

通常利用料 800円 / 30分

スポットパック
午前

(8:30〜13:00)
午後

(13:00〜19:00)
終日

(8:30〜19:00)

利用料 4,620円 4,620円 7,480円

入会金 33,000円

年会費
(保険料・データ管理費・施設維

持費として)
5,500円/年

前延長・延長利用料 440円 / 15分 あんしんナビメールの入退館時刻に基づ
き、前延長/延長利用料が発生いたします。

ミール 682円 / 1食

ライトミール* 385円 / １食

※税込表示



きょうだい割引制度

各種手数料

変更申請期限： 変更前月10日（10日が土日祝日の場合は、前営業日）

変更申請方法： メール （口頭ではお受けいたしかねます）

＊変更前月10日以降の申請につきましては、翌々月からの変更となります。

対象会員 内容

入会金割引(きょうだい) レギュラー・中学年レギュラー・
高学年レギュラー

2人目以降の入会金を50％
割引

月会費割引(きょうだい) レギュラー・中学年レギュラー・
高学年レギュラー

きょうだいが同時に在籍する
場合、いずれか少ない方の
月会費を30%割引

各種手数料

曜日・コース変更 レギュラー・中学年・高学年レギュラー会員共通 1,100円/回

休会
連続2か月まで

2か月以上休会する場合は、スポット会員へ変更ください。 5,500円/月

退会 無料

会員種別変更

変更前 変更後

レギュラー
（中学年・高学年含む）

スポット 3,300円/回

レギュラー
（中学年・高学年含む）

中学年レギュラー・
高学年レギュラー

3,300円/回

スポット レギュラー 11,000円/回

スポット
中学年レギュラー・
高学年レギュラー

11,000円/回

※税込表示



5. サービスのお申込み・変更・キャンセルについて

*期限を過ぎてからのキャンセルはサービスの100％をキャンセル料として申し受けます。

*当日の延長利用のお申込はお電話で承ります。それ以外は原則、文書(メール、LINE等)でのお申込をお願
いいたします。

申込方法
申込・変更・キャンセル

期限

スポット利用 メール・LINE 前営業日15:00

前延長利用 利用予定表・メール・LINE 前営業日15:00

延長利用 利用予定表・メール・LINE・電話 当日18:00

昼ミール 利用予定表・メール・LINE 2営業日前19:00

夜ミール 利用予定表・メール・LINE 前営業日19:00

振替サービス 利用予定表・メール・LINE 前営業日15:00

お出かけイベント イベント申込書等 イベントごとに設定



6. ご利用料金のお支払いについて

・月会費は、毎月27日に翌月分の会費をお客様の指定口座より「自動引落し」いたします。
(例：5月27日に6月分の月会費を引落しさせていただきます。)
・ミール、スポット料金、延長料金は、翌月27日に「自動引落し」になります。

(例：5月中に利用したスポット料金は、6月27日に引落しいたします。)

・27日が銀行の休業日の場合は、翌営業日となります。

・毎月20日(20日が土日祝日の場合は翌営業日)にご利用明細を発行いたします。

・お支払いが遅れた場合、未払い料金に事務手数料(350円/回)を請求いたします。

・お支払期日から2ケ月以上お支払いが滞った場合は、期日の翌日から支払日までにかかる法定利息
を請求させていただく場合があります。

内容 お支払方法 お支払日

入会金 現金 ご入会時

月会費 口座引落し 前月27日

スポット利用料

口座引落し 翌月27日
ミール利用料

延長利用料

その他オプション料

年会費 口座引落し 毎年3月27日



7. 安全について

お子様の健康について

•入会時にお子様の体調、健康状態を個人調査票にご記入ください。既往症、食物・薬・動植物等
に対するアレルギーや拒絶反応がある場合は必ず入会時に申告してください。また、入会後にア
レルギーが発症した場合も、速やかにご連絡ください。

施設利用時の事前連絡

•お預かりの開始時点でのお子様の体調に異変があると当施設が判断した場合は、お預かりのお
断り、もしくは保護者の方にお迎えに来て頂く場合がございます。また、お預かり後にお子様の体
調が悪化した場合は、提携病院等へお連れする場合がございます。

•※診療にかかる費用、移動費用(スタッフ分含む)は会員様のご負担となります。

投薬

•当施設では原則投薬(塗り薬含む)は行いません。なお、傷口の消毒など簡単な応急処置は行い
ます。

保険

•当施設では、施設の管理不備やスタッフの過失による対人対物の事故等のため施設賠償責任保
険に加入しています。また、お預り中のお子様のもしもの場合に備えて、傷害保険にも加入してお
ります。

•障害保険内容
死亡2,000万円 後遺障害3,000万円 入院日額4,000円 通院日額1,500円 賠償責任保険1事故
5億円(ただし身体賠償は1人1億円)



その他

•学校保健法の定める学校伝染病もしくは伝染力の強い病気にかかっている場合は医師の許可が
あるまでお休みをしてください。症状によっては当施設の判断でお預かりをお断りする場合もござ
いますので、ご了承下さい。

•障がいをお持ちのお子様に関しては、現時点で受け入れ体制が整っておりません。お子様のこと
を考慮し、原則お預かりはしておりませんので、ご了承ください。

一人帰り・途中外出について

トライではお帰りの際、原則当施設までのお迎えをお願いしておりますが、一人帰り・習い事など
への途中外出を希望される場合は、必ず事前に規定の「帰宅・途中外出承諾書」を事前にご提出
をお願い致します。

お子様の一人帰り・途中外出については、原則として下記の時間までとさせていただきます。そ
れ以降の時間につきましては、お迎えまたは規定の駅送迎をご利用ください。

お子様の安全のため、ご理解ご協力いただきますよう、お願いいたします。

＊お子様の成長段階や様子を踏まえ、総合的に検討し、安全が確保できないと判断した場合は、お断りさせて頂く場合があります。

小学1年生
小学2年生

4月〜9月 17:00

10月〜3月 16:30

小学3年生
4月〜9月 17:30

10月〜3月 16:30



8. プレ会員

＜入会対象＞

 年中〜年長のお子さま

 当施設の送迎対象校に入学を予定している方、または送迎対象外の小学校でも、入学後自力で当施設へ通
うことのできる方

 小学校入学と同時に当施設のレギュラー会員に入会し、継続して利用する意思のある方

 トライアフタースクールの運営理念・方針に同意してご入会いただける方

＜ご入会期限＞

 年長時の9月最終営業日まで
*プレ会員のキャンセル待ちをしている方は、年長時9月最終営業日以降、自動的にレギュラー会員キャンセル待ちに移行します。

＜サービス内容＞

 レギュラー会員への優先入会

 年長時の11月最終営業日までレギュラー会員の枠を確保いたします。
 9月上旬に「ご入会意思確認書」をお送りいたします。9月末日までに返信がない場合は、優先入会枠は解除さ

れます。また、11月最終営業日までにレギュラー会員への入会手続きが完了していない場合も優先入会枠が解
除されます。

 レギュラー会員には曜日ごとに定員がございます。定員に達した場合はご希望に添えない場合がございます。

 プレ会員はレギュラー会員の入会枠を確保するもので、ご入会を確約するものではございません。

 プレ会員向けイベント

 トライアフタースクールでの活動を体験できるプレ会員向けのイベントを不定期で実施します。

 詳しい日程、内容はご入会時にご登録いただいたメールアドレスにご案内いたします。

 レギュラー会員入会金の免除

 小学校入学直前の3月最終営業日までにレギュラー会員の本申し込みをされた方は、入会金を免除いたします。
*入会枠の確保は年長時11月最終営業日までとなります。11月最終営業日以降、次年度の定員に達している場合、ご希望に添えない場合がご
ざいます。

＜料金＞

プレ会員へご入会の際は、下記のご入会金が必要です。お手続きの際に直接お支払いください。

＜お手続き＞

 原則として説明会にご参加、または当施設で個別説明を受けた後、所定の書類をご記入の上、提出してくだ
さい。
すべての書類のご提出と入会金のお支払いを確認した時点でご入会完了となります。

 入会時にレギュラー会員入会後のご利用予定曜日をご申告ください。各曜日には定員がございます。定員に
達した場合、ご希望に添えない場合がございます。

 ご入会には入会金が必要となります。入会金は入会時に直接お支払いください。

 会員様のご都合により生じた理由による入会金のご返金はいたしかねます。

＜会員情報の変更＞

 ご登録いただいた会員情報(住所、電話番号、メールアドレス等)にご変更があった場合は、すみやかに所定
の変更届にご記入の上、ご提出ください。

＊プレ会員には定員がございます。定員に達した場合は、キャンセル待ちをお受けします。

入会金 22,000円

プレ更新料 3,000円
(年中時にお申し込みの方が年長に上がる際、プレ会員の継続を希望される場合にお支払い頂きます。)

※税込表示



＜レギュラー会員への入会手続き＞

 年長時9月上旬に「ご入会意思確認書」をお送りいたします。「入会意思確認書」の返送後、レギュ
ラー会員への本登録に必要な書類一式を送付いたします。

＜ご退会＞

 会員様のご都合により退会を希望される場合は、すみやかに当施設へご連絡ください。所定の書
類にご記入の上、ご提出頂いた時点でご退会となります。

 プレ会員は、小学校入学と同時に退会となります。
レギュラー会員入会の有無に関わらず退会となりますのでご了承ください。

＜説明会について＞

 2月～3月に、利用開始直前の説明会を実施いたします。月々の予定表の書き方、持ち物、提出
物など、実際のご利用についてご説明いたします。

 トライアフタースクールのご利用にあたって、小学校にご提出頂く書類一式をお渡しいたします。

 日程調整のため、卒園式の日程をお知らせください。

＜プレ会員入会からレギュラー会員ご利用開始までの流れ＞

年中〜年長9月末

プレ会員入会可能期間

9月上旬

入会意思確認書送付
*９月末日までにご返送ください。

10月〜11月最終営業日

レギュラー会員本登録期間
*優先入会枠の確保は11月最終営業日までとなります。

2月〜3月

利用開始直前説明会

*日程調整のため、卒園式の日程をお知らせください。

4月1日〜

レギュラー会員利用開始



施設概要

トライアフタースクール日吉本町
〒223-0062
神奈川県横浜市港北区日吉本町3-28-27 1F
TEL: 045-564-8085
Mail hiyoshi@try-afterschool.com
ホームページ http://try-afterschool.com/
facebook https://www.facebook.com/tryafterschool

運営会社 株式会社LOHAS
〒187-0043
東京都小平市学園東町1-2-33
TEL. 042-345-0540 
ホームページ http://www.lohasjp.com/index.html

＜運営会社について＞

株式会社ＬＯＨＡＳは、「スポーツ」と「環境」をキーワードにスポーツ施設管理運営、スクール運

営、コンサルティングを行っています。室内プール施設を再利用した「トライフットボールフィー

ルド」（東京都小平市）と、学童保育施設「トライアフタースクール」を中心に、サッカーやチア

リーディング、ジュニアのサッカークラブチームなど、お子様向けの様々なスクール、事業を運

営しています。


