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スクールバス

ご利用方法：
● スクールバスの利用は年間申込となります。
● バス停はご自宅の場所、既存のルート、周辺の道路交通状況等を考慮し決定します。
● バス停・バスルート・スケジュールは利用者の状況等により調整することがあります。
● 2021年4月現在、デイケア利用後のスクールバスは、17:40学校発の2ルートのみです。
● 長期休み期間中等、デイケアのみ実施日のスクールバスは、行き・帰りとも2ルートのみです。

料金：
バスの利用方法・デイケア会員のステータスにより、料金・利用日が異なります。

会員
ステータス

利用日 利用
方法

座席を確保する
バスの種類

料金
（年間）

デイケア
非会員

登校日のみ 片道 AMバス　または
PMバスのいずれか一方

84,000円

往復 AMバス／PMバス 120,000円

デイケア
会員

登校日
サマースクール期間中
フルデイケア実施日

DC片道 AMバス（DCAMバス）または
DCバスのいずれか一方

105,000円

DC往復 AMバス（DCAMバス）
／DCバス

150,000円

※片道利用の場合、AMまたはPMのみ、どちらかの利用となります。
※デイケアのバス利用料金には、登校日の他、サマースクール期間中とフルデイケア実施日のバス利用料が
含まれす。
※デイケア会員は、登校日およびサマースクール期間中はデイケア非会員と同じ朝のルートのバスを利用
し、帰りはデイケア会員専用ルートのバスを利用します。フルデイケア実施日には、朝・帰りともデイケア
会員専用ルートのバスを利用します。
※泉パークタウン区内（高森・桂・紫山・寺岡）にお住まいの方は上記の料金が半額になります。

お支払い方法：
バス利用料金は授業料・維持費などの学費と一緒に３期払いとなります。

利用方法 1学期 2学期 3学期 年間合計

片道 ￥28,000 ￥35.000 ￥21,000 ￥84,000

往復 ￥40,000 ￥50,000 ￥30,000 ￥120,000

DC片道 ￥35,000 ￥43,750 ￥26,250 ￥105,000

DC往復 ￥50,000 ￥62,500 ￥37,500 ￥150,000

デイケアのみの日の扱い：
● デイケアのみの日は、デイケア会員の方のために座席を確保したデイケアルートのスクールバスを運

行します。
● デイケア会員でない方は、デイケアルートのスクールバスの座席に余裕がある場合に限り、スポット

でバスを利用することができます。（要予約・別途料金）
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School Bus

How to use:
● Bus service can be applied annually.
● Bus stops are determined by considering your home, the current route and the traffic

situation.
● Routes, stops and schedules are determined according to the users.
● We have 2 routes for school buses after daycare. School buses leave school at 17:40.
● We have 2 routes for school buses on non-school days for daycare users.

Fee：
Please check the fee table below for details.

DC
status

Days Method Reserved school bus type Annual
Fee

Non-
Daycare
member

School days only One-way AM Bus OR PM Bus ￥84,000

Round-trip AM Bus and PM Bus ￥120,000

Daycare
member

School days
Summer school
weeks
Full-day daycare
days

DC One-way AM Bus (DC AM Bus) OR
DC Bus

￥105,000

DC
Round-trip

AM Bus (DC AM Bus) and
DC Bus

￥150,000

* One-way bus riders can use only AM or PM buses.
* School bus fee of daycare members includes Summer School bus fee on full-day daycare only days
and during summer school weeks.
* Daycare members use regular AM buses with non-daycare members on school days and go home
by DC bus. On non-school days, daycare members use DC AM bus and DC bus.
* IZUMI PARK TOWN residents can get a 50% discount on each amount shown in the table.

Payment Method：
School bus fees need to be paid every term with other school fees.

Term 1 Term 2 Term 3 Total

One-way ￥28,000 ￥35.000 ￥21,000 ￥84,000

Round-trip ￥40,000 ￥50,000 ￥30,000 ￥120,000

DC One-way ￥35,000 ￥43,750 ￥26,250 ￥105,000

DC Round-trip ￥50,000 ￥62,500 ￥37,500 ￥150,000

School bus use on daycare only days:
● A school bus will run for daycare members on non-school days.
● Non-daycare members can use the daycare school bus only when there is a place. (advanced

reservation and extra fee needed for one-time use.)


