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School Fees 2021-2022 

August 2021 to June 2022 

■ One Time Fees <New students only. At the time of enrollment>                              Tax Included 
APPLICATION FEE *1 Receipt must be attached to your application form when you submit it to the 

Admissions Office.  ¥23,000 

REGISTRATION FEE *1 Payable at the time of registration.  ¥317,000 

BUILDING DEVELOPMENT 
FEE *1 Payable at the time of registration. ¥302,000 

■ Annual Fees < Payable for the whole School Year with the first tuition invoice. Not divided for mid-year entry> 
BUILDING MAINTENANCE 
FEE *1 (for Hikarigaoka and 
Meguro Campus) 

Building Maintenance fee is collected at the time of first tuition payment.  
Payable by each School Year. ¥154,000 

FAMILY COMMUNITY 
MEMBERSHIP FEE *1 

The Family Community Membership Fee is collected annually on a one-fee-per-
family basis and used to support family run events. ¥12,500 

<Payable by semesters> 

TUITION 

KINDERGARTEN 
K2 ¥1,652,000 

K3 to K5 ¥1,859,000 

GRADES 

G1 to G5 ¥2,168,000 

G6 to G10 (including School Trip Fee) ¥2,463,000 

G11 to G12 (including School Trip Fee) ¥2,414,000 

LEARNING SUPPORT 
Students who have been identified with learning difficulties (academic, social, behavioral) by 
the A-JIS Student Support Team and/or an external professional (i.e. doctor, psychologist, 
etc.) and it has been determined that the student requires additional support to ensure a 
proper educational program, may be subject to additional fees depending on the nature of 
the learning difficulty and the level of support required. 

For applicable 
students only 

EAL SUPPORT PROGRAM 
(ENGLISH as an ADDITIONAL 
LANGUAGE) *1 

Students requiring English support will be placed in an EAL Support Program and will be 
billed an additional fee. The fee does NOT include Summer School Fee.  ¥485,000 

<Discounts> 

SIBLING DISCOUNTS 
The Sibling Discount applies to families that enroll a second child in A-JIS, who will be 
granted a 10% discount on the second child’s tuition fee. Any subsequent children enrolled 
at A-JIS will be granted a 15% discount on each subsequent child’s tuition fee. This discount 
applies to full year students only and adjusted in the last tuition payment of the school year. 

Tuition 10% 
Discount 

■ School Lunch Fee, DP Exam Fee and Graduation Fee 

SCHOOL LUNCH FEE 
Optional for all students. Summer 
School Lunch Fee is NOT included 
in this amount. 

Kinder (K2-K5)                                     
Mainstream (G1 - G12)                        

¥144,000 
¥165,000 

GRADUATION FEE *1 Payable at the time of the first tuition 
installment. K5 and G12 only                                                                                                ¥54,000 

¥152,000 

DP EXAM FEE  
Payable upon invoice. Amount is 
subject to change due to IB 
registration fee and/or exchange 
rate. 

G12 DP Applicable Students Only                                          ¥100,000 

■ Payment 
Fees should be paid directly into a bank account. (Refer to the right 
section.) Be sure to indicate your child’s name for easy identification of the 
source of payment. Bank wire fee should be paid by the payer. 

Mitsui Sumitomo Bank, Nishiogikubo Branch   
Futsu Yokin, No. 1225141                    

K.K. Aoba International Educational Systems 
*1 Payable at the time of the first tuition payment.  



Aoba-Japan International School
お支払い・返金に関する規定

授業料、給⾷費、EAL サポート費⽤、ラーニング・サポート費⽤
授業料、給⾷費、EAL サポート費⽤、ラーニング・サポート費⽤は前期と後期の分割払いにすることができます。

施設設備維持費およびファミリーコミュニティ会費
施設設備維持費およびファミリーコミュニティ会費は年度最初の授業料請求時に全額を請求し、年度途中の⼊学に
対しても減額はありません。

⼀括払い納⼊期⽇ 6⽉20⽇ (新⼊⽣は⼊学決定時)

⼆分割払い納⼊期⽇ 6⽉20⽇および 11⽉20⽇ (新⼊⽣は⼊学決定時)

再⼊学

年度途中の⼊学について
秋休み以降または春休み以降に⼊学した場合、授業料は学校の定めた四半学期に基づき計算されます。四半学期の
途中で⼊学した場合も、該当学期の授業料は全額お⽀払い頂きます。設備維持費およびファミリーコミュニティ会
費については、途中⼊学の場合も全額のご請求となります。

退学と同学年度の再⼊学 100,000円

退学の翌学年度の再⼊学 150,000円

退学の翌々学年度の再⼊学 200,000円

以降 全額⽀払い

休学
1学期は7⽉31⽇までに、2学期は1⽉8⽇までに正式な届けが受理された場合、休学を申請することができます。休学
単位は学期ごととします。校⻑の休学許可が降りた場合、休学期間中の授業料の50%を免除します。休学期間中は
授業料以外の費⽤は請求されません。2学期の休学に対しては、施設設備維持費およびファミリーコミュニティ会費
の返⾦はありません。

再⼊学を取りやめる場合は、返⾦に関する規定に従い、お⽀払い⾦額を返⾦致します。

学費滞納時のお⽀払い
⽀払い期⽇を過ぎた全ての費⽤に対し、⽉利 1.2%の延滞追徴⾦を徴収致します。著しく納⼊が遅れた場合は、出席
停⽌および在学証明書・成績証明書などの証明書発⾏停⽌の処置を取らせて頂く場合があります。

お⽀払いに関する規定
当校のお⽀払い・返⾦に関する規定を確認し、遅延なく⽀払いを遂⾏することを⽣徒の家族および保護者の義務と
します。家族および保護者の代理として勤務先が⽀払う場合も同様です。⼊学許可後、あるいは⼊学後、指定の期
⽇までに必要な費⽤の⼊⾦が確認できない場合は、⼊学許可または継続を取消すことがあります。

退学後の再⼊学の場合、施設設備開発費は全額お⽀払い頂き、⼊学⾦は以下の⾦額に減額されます。

バス費
年度最初の授業料請求時に、1学年分のバス費をお⽀払い頂きます。2学期から⼊学した場合、バス費は学校の定め
た半期に基づき計算されます。学期途中で⼊学した場合も、該当学期のバス費は全額お⽀払い頂きます。



その他の費⽤

*本規定は⽇本の法律に準拠し、裁判上の紛争が⽣じた場合は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所と
します。

1⽉8⽇までに⼊学辞退届け（新⼊⽣)、または退学届（在校⽣)が受理された場合は、2学期の学費、EAL サポート
費、ラーニング・サポート費全額が返⾦されます。1⽉8⽇以降の届け出については、返⾦はありません。

継続⼿続き（継続⽣のみ）
翌年度継続して当校に就学する場合は、学籍を確保するための継続費⽤として250,000円を指定期⽇までにお⽀払い
頂きます。この費⽤は翌年度の授業料から差し引かれます。継続費⽤お⽀払い後、継続を取りやめる場合は、退学
届の提出後、継続事務⼿数料を除いた下記⾦額を返⾦致します。継続費⽤⽀払い期限を過ぎてもお⽀払いがない場
合、再⼿続き費⽤として別途150,000円が必要となります。この再⼿続き費⽤の返⾦はありません。

継続事務⼿数料 継続費⽤返⾦額

5⽉31⽇まで 100,000円 150,000円

6⽉30⽇まで 150,000円 100,000円

7⽉31⽇まで 200,000円 50,000円

8⽉1⽇以降 返⾦なし

卒業費⽤の返⾦
2⽉の冬季中間休暇の初⽇までに退学届が受理された場合、卒業費⽤の全額が返⾦されます。冬季中間休暇の初⽇以
降の届け出については、返⾦はありません。

給⾷費、バス費
7⽉31⽇までに退学届が受理された場合は、給⾷費、バス費の全額が返⾦されます。1⽉8⽇までに退学届が受理され
た場合は、2学期の給⾷費、バス費の全額が返⾦されます。
スクールランチをキャンセルする場合は新学期開始⽇の⼆週間前までに連絡が必要です。その場合サービスを利⽤し
ていない学期分の費⽤を返⾦致します。新学期開始⽇の⼆週間前以降に連絡を頂いた場合、翌学期分の費⽤がかかり
ます。
バス費はキャンセルによる返⾦はありません。

その他の費⽤は返⾦はありません。

2学期の授業料とサポート費

1学期の授業料とサポート費
7⽉31⽇までに⼊学辞退届け（新⼊⽣)、または退学届（在校⽣)が受理された場合は、1学期の学費、EAL サポート
費、ラーニング・サポート費全額が返⾦されます（同年4⽉以降⼊学を含む継続⽣徒は継続事務⼿数料差し引き後の
残⾼）。7⽉31⽇以降の届け出については、返⾦はありません。

出願費⽤、⼊学⾦および施設設備開発費
返⾦はありません。

施設設備維持費およびファミリーコミュニティ会費
翌年度の退学は、7⽉31⽇までに⼊学辞退届け（新⼊⽣)、または退学届（在校⽣)が受理された場合は全額が返⾦さ
れます。7⽉31⽇以降の届け出については、返⾦はありません。

返⾦に関する規定
学費納⼊後、⼊学または継続を辞退する場合は、書⾯での⼊学辞退届け（新⼊⽣）または退学届（在校⽣）を学校
事務局が受理した後、下記のとおり返⾦致します。


