
2023年度 Melodies Nursery

■単日利用料金

・メンバー：メロディー幼稚園に兄弟がいる方、またはメンバー入会費を
お支払いの方

・給食費込みの料金となっております。食物アレルギーなどの理由で
お弁当をご希望の場合は、事前に公式LINE＠よりご相談ください。

◇プラン：週1～3日マンスリー利用、もしくは単日利用
*マンスリー利用のみバス利用可能

◇対象：満1才半～2才児(3才になる年のお子様)
◇保育時間：午前保育 9:00-11:40 or 1日保育 9:00-14:20

*登園時間 8:30-9:00
*祝日や園のイベント日を除く

◇定員：10名 *1才児は1日４名まで （４，5月は2名まで）
◇場所：メロディー幼稚園 ナーサリー園舎
◇担当保育士：日本人保育士

202３/１/31 作成

曜日別活動（仮）

月曜日 水あそび

火曜日 音楽

水曜日 体育

木曜日 英語

金曜日 制作

1日の活動スケジュール
9:00 登園、自由あそび
9:４５ 朝の会
10:00 ＜曜日別の活動＞
10:２0 外あそび
10:50 シャワー・着替え
11:00 昼食
11:40 午睡

※午前保育の方は降園
13:30 自由遊び
14:20 降園

メンバーの方 メンバーではない方
1日保育（9:00-14:20） 930B / 1 回 1130B / 1 回
半日保育（9:00-11:40） 680B / 1 回 780B / 1 回

メンバー入会費 ー 5000B

■持ち物について
・お着替え一式（1～2 セット）
・おむつ（必要な方のみ、3 枚程度）
・汚れものを入れる袋 1 枚
・ループ付きフェイスタオル（30cm×60cm程度）

*手洗い後、シャワー時に使用します
・帽子
・午睡用の布団

*園で1000Bで購入可、お申し出ください
・水筒
・食具（スプーン・フォーク）

*すべての持ち物には、ローマ字で必ず名前を記入ください

＜月曜参加者のみ＞
・水着
・水あそび用おむつ
・ビニール袋
※当日朝に必ず体温を測り、体

温と水あそび参加の有無を当日

8:30までにLINE＠にて担当に

お知らせください



2023年度 Melodies Nursery
マンスリーパッケージ料金表（4月～7月）

・メンバー、非メンバー関係なくご利用可能
・利用曜日固定
・希望者はバス利用可能

プラン
①週1保育（火） ②週2保育（月水／木金）
③週3保育（月火水／火木金）
※料金は利用日数により各月変動
※全プラン給食費込。食物アレルギーのあるお子様の対応は週3日保育のみ可能。

事前に必ずご相談ください。

4－5月 曜日 利用日 利用日数
利用料金
（バス有）

利用料金
（バス無）

週1日保育 火
4/25

5/2,9,16,23,30
6回 6,610THB 5,410THB

週2日保育

月水
4/26

5/1,3,8,10,15,22,24,29,31
10回 11,020THB 9,020THB

木金
4/27,28

5/11,12,18,19,25,26
8回 8,810THB 7,210THB

週3日保育

月火水
4/25,26

5/1,2,3,8,9,10,15,16,22,23,24,29,30,31
16回 17,630THB 14,430THB

火木金
4/25,27,28

5/2,9,11,12,16,18,19,23,25,26,30
14回 15,430THB 12,630THB

6月 曜日 利用日 利用日数
利用料金
（バス有）

利用料金
（バス無）

週1日保育 火 6/6,13,20,27 4回 4,400THB 3,600THB

週2日保育
月水 6/7,12,14,19,21,26,28 7回 7710THB 6,310THB

木金 6/1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 10回 11,020THB 9,020THB

週3日保育
月火水 6/6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,28 11回 12,120THB 9,920THB

火木金 6/1,2,6,8,9,13,15,16,20,22,23,27,29,30 14回 15,430THB 12,630THB

7月 曜日 利用日 利用日数
利用料金
（バス有）

利用料金
（バス無）

週1日保育 火 7/4,11,18,25 4回 4,400THB 3,600THB

週2日保育
月水 7/3,5,10,12,17,19,24,26 8回 8,810THB 7,210THB

木金 7/6,7,13,14,20,21,27 7回 7710THB 6,310THB

週3日保育
月火水 7/3,4,5,10,11,12,17,18,19,24,25,26 12回 13,225THB 10,825THB

火木金 7/4,6,7,11,13,14,18,20,21,25,27 11回 12,120THB 9,920THB



＜利用申込＞＜公式LINE＠＞ ＜予約サイト＞

■キャンセルについて
＜単日利用＞

・公式LINE＠までご連絡下さい。予約システム上の操作は不要です。

・前営業日12:00までのキャンセル：キャンセル料はかかりません。

・前営業日12:00以降：キャンセル料として給食費130Bを頂戴します

（給食がキャンセルできないため）

・返金は次回予約への振替またはお振込みで対応いたします。

＜マンスリーパッケージ＞

・公式LINE＠までご連絡下さい。予約システム上の操作は不要です。

・マンスリーパッケージは規定日での利用となります。私用での欠席による振替や返金は

対応していません。

・当日体調不良により欠席をした場合にのみ、別日で空きがあれば、振替対応可能です。

その際は予約サイトから利用日3日前までにご自身でご予約下さい。

・振替日でのバス利用とバス代返金は対応していません。

＜振込先＞

＜バス申込＞

Siam Commercial Bank(SCB)
Account Name： Melodies International Kindergarten
Bank account： 042-3-06353-0

■ご利用の流れ

【マンスリーパッケージ】

▽①公式LINE＠までご連絡下さい。 *利用月の前月15日〆切

▽②初回：利用申込フォームご提出

*メールアドレスはGmailを記入ください。活動写真などGoogle driveで共有します。

▽③バス利用者はバス申込フォーム提出

▽④お支払い：送金後、SLIPを公式LINE＠へ共有ください

【単日利用】

▽①初回：利用申込フォームご提出

*メールアドレスはGmailを記入ください。活動写真などGoogle driveで共有します。

▽②予約サイトより予約をとる（利用日の3日前〆切）

▽③お支払い：送金後、SLIPを公式LINE＠へ共有ください



連絡先：LINE 公式アカウント：@melodieskinder

■送迎について （バスを利用されない方）

・登園時間8:３０- 9:00、降園時間 11:40 または 14:20です。

・保護者の方が必ず送迎してください。

・初回「入園許可証」をお渡しします。お迎えの際は必ずこちらをお持ちください。

※在園児にご兄弟がいらっしゃる方は必要ありません。

・諸事情により、お迎えが遅くなる場合には、必ず園にご連絡ください。

■保護者の方へお願い

・登園前にお家で用便をすませるよう習慣付けてください。

・早寝早起きをし、規則正しい生活習慣を心がけましょう。

・シャワーは1日1回浴びます。体調が悪い時などシャワーを控えた方が良い場合には

当日の朝にLINE＠までお知らせください。

・お子様へ薬を飲ませる等の医療行為はお断りさせていただきます。

・はじめは新しい環境に慣れないお子様も多いかと思いますが、

メロディーに楽しんで通ってもらえるよう、職員一同精一杯努めて参ります。

何かご質問やご相談などがありましたら、幼稚園までお知らせください。

■FAQ 

Q1：お昼寝用のお布団はどのようなものを用意すればよいですか？

→敷布団、タオルケット、枕をご準備ください（園で1000Bで購入可）

Q2：アレルギーがある子どもも参加可能ですか？

→参加可能です。事前にご相談下さい。週3日保育パッケージ以外の方や、重篤なアレルギーを

お持ちの方は昼食はお弁当の持参をお願い致します。

Q3：タイの保険に加入していないのですが？

→参加は可能です。「怪我等発生時の保護者同意書」をGoogle formにてご提出いただきます

■服装について

・動きやすい服装、靴を着用ください。

ストラップなしのサンダル等は不可となります。

・室内では上履きを使用せず、裸足で生活します。

※靴下はすべりやすくケガの原因となるため着用しません 。

■緊急時の休園措置について
台風、大雨などの異常気象や、その他園外事情による休園の際は、事前に幼稚園から
保護者の方へ公式LINE＠よりお知らせいたします。登園後に発令された場合にも、
保護者の方へ公式LINE＠より措置をお知らせ致します。

（園外事情による休園の例）
・タイ政府による休園告示（国際会議・選挙・テロなど）
・洪水または伝染病による休園
・その他、園児の安全・健康が懸念される事態による休園 など



■One day program Fee

-Members: Those who have siblings at Melodies Kindergarten or those who 

have paid the membership fee.

-The fee includes school lunch. If you would like to prepare a lunch box due 

to a child’s  allergies,  please contact us in advance via LINE@. 

We will reimburse the lunch fee.

Melodies Nursery A.Y.202３

◇ We offer a monthly package (1-3 days per week) 

or a one day program.

*Bus service is available for monthly user only

◇Age group：18 months ～3 years old (born in 2020)

◇Time：9:00-11:40  or  9:00-14:20

*The nursery drop off time is 8:３０-9:00

*Excluding holiday and Melodies school event days

◇Maximum group：10 children

* We accept  a 1-year-old maximum of  4 children per day

→We accept a 1-year-old maximum of 2 children in April and May

◇Location: Melodies nursery building

◇Teacher : Japanese teacher

1/31/2023 UPDATE

Weekly activity *TBC

Mon Water play

Tue Music

Wed Physical education

Thu English

Fri Art, Craft

Time table
9:00 Free play
9:45 Circle time
10:00 <Weekly activity>
10:20 Outdoor play
10:50 shower / change of clothes
11:00 lunch
11:40 nap

* Half day member leave nursery
13:30 Free play
14:20 Leave nursery

Member Non-member

All day（9:00-14:20） 930B / 1 time 1130B / 1 time

Half a day（9:00-11:40） 680B / 1 time 780B / 1 time

Member fee ー 5000B

■ Belongings
- Change of clothes  *1 to 2 sets
- Diapers 
* three diapers who are toilet training

- One plastic bag for used cloth
- Face towel with loop * (30 cm x 60 cm)
- Hat
- Nap futon 
* It can be purchased at 1000B at school
- Water bottle
- Spoon set (spoon, fork)
* Please write your child’s name in English on all their belongings.

<Monday participants only>
Swimsuit, Swim diaper, 
Plastic bag
* Be sure to take your child’s 
body temperature in the 
morning of the day, and let the 
teacher know your child’s body 
temperature and whether or  
your child participate in water 
play  or not by 8:30 on the day.



April-
May

day date of use times
Fee

With bus 
Fee

Without bus 

1day Tue
25 April

2,9,16,23,30 May
6 6,610THB 5,410THB

2days

Mon/Tue
26 April

1,3,8,10,15,22,24,29,31 May
10 11,020THB 9,020THB

Thu/Fri
27,28 April

11,12,18,19,25,26 May
8 8,810THB 7,210THB

3days

Mon/Tue/Wed
25,26 April

1,2,3,8,9,10,15,16,22,23,24,29,30,31 May
16 17,630THB 14,430THB

Tue/Thu/Fri
25,27,28 April

2,9,11,12,16,18,19,23,25,26,30 May
14 15,430THB 12,630THB

June day date of use times
Fee

With bus 
Fee

Without bus 

1day Tue 6,13,20,27 4 4,400THB 3,600THB

2days
Mon/Tue 7,12,14,19,21,26,28 7 7710THB 6,310THB

Thu/Fri 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 10 11,020THB 9,020THB

3days
Mon/Tue/Wed 6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,28 11 12,120THB 9,920THB

Tue/Thu/Fri 1,2,6,8,9,13,15,16,20,22,23,27,29,30 14 15,430THB 12,630THB

July day date of use times
Fee

With bus 
Fee

Without tbus 

1day Tue 4,11,18,25 4 4,400THB 3,600THB

2days
Mon/Tue 3,5,10,12,17,19,24,26 8 8,810THB 7,210THB

Thu/Fri 6,7,13,14,20,21,27 7 7710THB 6,310THB

3days
Mon/Tue/Wed 3,4,5,10,11,12,17,18,19,24,25,26 12 13,225THB 10,825THB

Tue/Thu/Fri 4,6,7,11,13,14,18,20,21,25,27 11 12,120THB 9,920THB

- Available for both members and non-members

- Fixed day of the week

- Bus service is available

Package

① 1 day per week (Tuesday) ② 2 days per week (Mon/Wed or Thu /Fri) 

③ 3 days per week (Mon/Tue/Wed or Tue/ Thu/Fri)

*Fee varies each month due to the number of days 

*All packages include lunch fee

If a child has food allergies, school lunch can be arranged to those  

who attend  3days program. Please inform us in advance.

Melodies Nursery A.Y. 202３
Monthly package



■Application procedure
【Monthly package】

▽①Contact Official LINE＠

*Deadline:15th of the month before the month of use.

▽②Submit the application form 

*Please have your Gmail account ready for us to share your child’s photos in Google 

drive.

▽③Submit Bus service application form

▽④Payment  *Please share the bank SLIP via the official LINE @

---------------------------------------------------------------

【One day program】

▽①Submit the application form 

*Please have your Gmail account ready for us to share your child’s photos in Google 

drive.

▽②Reserve your child’s space via the nursery booking site

*Deadline:3days before the actual use date.

▽③Payment  *Please share the bank SLIP via the official LINE @

-----------------------------------------------------------------

[Application form][LINE＠] [booking site]

[Bank information]

Siam Commercial Bank(SCB)

Account Name：

Melodies International Kindergarten

Bank account： 042-3-06353-0

■ Cancellation policy
<One day program>

-Please inform us via official LINE @. 

-No cancellation fee if canceled by 12:00 on the previous business day

-For cancellation after 12:00 on the previous business day, a school lunch fee 

of 130B will be charged as a cancellation fee (because school lunch cannot be 

canceled)

-Refund can be used for the next booking or reimbursed.

<Monthly Package>

-Please inform us via official LINE @. 

-Monthly packages are available on the specified dates in advance. Transfers 

and refund for personal reasons is not applied.

-Absence due to poor physical condition can be made up upon slot availability. 

Please make a reservation via booking site at least 3 days before.

-Bus service and bus fee cannot be refunded.

[Bus application]



■ Emergency Closure

In a case of bad weather such as typhoon and heavy rain, or when the school is closed 

due to other circumstances, we will inform the parents in advance. Even if your child is 

already at school, we will inform parents by Official LINE@.

[Example of closure due to circumstances 

・ Notice of closure of the kindergarten by the Thai government.

*International conferences, elections etc.

・ Closed due to flood or infectious disease

・ In addition, school will be closed due to concerns about the safety and health of  

children.

■ Picking up (For those who do not use the bus)

・ The drop off time is 8:30-9:00 and the pick up time is 11:40 or 14:20.

・ Only parents can pick up and drop off.

・ The school entrance card will be provided. Please bring it with you when picking up 

a child.

* The permit card is not necessary for child who has siblings at Melodies.

・ Please contact us if you will be late to pick-up your child. 

■ Request to parents

・ Take your child to go to toilet at home before coming to school.

・ Try to create a daily routine at home. Go to bed early and get up early 

・ Children take a shower once a day. 

Please inform us via line@ if you do not wish your child to take a shower.

・ Medical practices such as giving medicine to children are not permitted.

・ At first, many children may not be accustomed to the new environment, but we will 

do our best to support with the transition.

If you have any question or concern, please contact us.

■ FAQ

Q1: What kind of futon should I prepare for a child’s nap?

→ Please prepare a set of mat, blanket and pillow (you can buy it at school for 

1000B)

Q2: Is it possible for children with allergies to participate?

→ They can participate. Please contact us in advance. They need to bring their own 

lunch.

Q3: I don't have a Thai insurance.

→ You can purchase from the nursery. Additional documents will be required.

■ Clothes

・ Please wear comfortable clothes and shoes.

*Sandals without straps are not allowed.

・ Children do not wear shoes in the classroom as they are slippery and may cause 

injury.


