本科コース 初等科
＜ご入学時の費用＞

入学時費用と初回の持ち物について

該当の合計金額を指定銀行に振り込んで下さい。
2019 年 10 月版（税率 10％）

入学金

30,000 円（税込 33,000 円）

初等科
テキスト代

20,000 円（税込 22,000 円）

付属品材料

1740 円（税込 1,914 円）
月謝制 週 1

月謝制 週 2

チケット制

チケット制

(３ヶ月分・11 回）

(３ヶ月分・22 回）

５回券

１０回券

25,300 円

46,200 円

14,500 円

28,000 円

(税込 27,830 円）

(税込 50,820 円)

(税込 15,950 円)

(税込 30,800 円)

雑費

1,100 円

2,200 円

(３ヶ月分)

(税込 1,210 円）

(税込 2,420 円）

78,140 円

100,140 円

66,240 円

79,740 円

(税込 72,864 円)

(税込 87,714 円)

授業料

合計

(税込 85,954 円） (税込 110,154 円)

※チケット制の方は、お振込みが完了しましたら、振込み日と、選んだ回数をお知らせ下さい。

振込先：三菱ＵＦＪ銀行・大塚支店

＜普通預金 店番 171＞

口座番号 0131908 名義 スダシャポー学院 須田京子
※振り込み手数料は、ご自身で、ご負担下さい。
※振込み済の方は、振込用紙を領収書として保存して下さい。
授業は、当校カレンダー通りに開講しています。
月謝制の方は、月初のご希望クラスから、スタートします。
チケット制の方は、ご希望日をご予約下さい。

＜初日に持参する物＞
① 学用具
布裁ち鋏、紙切り鋏、糸切り鋏、筆記用具、まち針、
縫い針（中グケ）
、メジャー、チャコ。

②制作材料

＊初めは、ベレー帽」の制作から始めます。
表布地 90ｘ25ｃｍ 初めての制作には、
ソフトデニムのような風合い（厚み、柔らかさ）の布が扱い易い。

＜初日にお渡しする付属品材料＞「裏布」2ｍ（約 7 ヶ分）・「サイズリボン」3.2ｍ（５ヶ分）
「芯地」1ｍ（約３ヶ分）
「キャスケット用 F ブリム芯」１枚

メンズハット入門専コース レベルⅠ
入学時費用と初回の持ち物について
＜ご入学時の費用＞

該当の合計金額を指定銀行に振り込んで下さい。2019 年 10 月版（税率 10％）

入学金

30,000 円（税込 33,000 円）

テキスト代

15,500 円（税込 17,050 円）

付属品材料

1740 円（税込 1,914 円）
(３ヶ月分・11 回）

(３ヶ月分・22 回）

チケット制
５回券

25,300 円

46,200 円

14,500 円

28,000 円

(税込 27,830 円）

(税込 50,820 円)

(税込 15,950 円)

(税込 30,800 円)

雑費

1,100 円

2,200 円

(３ヶ月分)

(税込 1,210 円）

(税込 2,420 円）

73,640 円

95,640 円

61,740 円

75,240 円

(税込 67,914 円)

(税込 82,764 円)

月謝制

授業料

合計

週１

月謝制 週 2

(税込 81,004 円） (税込 105,204 円)

チケット制
１０回券

※チケット制の方は、お振込みが完了しましたら、振込み日と、選んだ回数をお知らせ下さい。

振込先：三菱ＵＦＪ銀行・大塚支店

＜普通預金 店番 171＞

口座番号 0131908 名義 スダシャポー学院 須田京子
※振り込み手数料は、ご自身で、ご負担下さい。
※振込み済の方は、振込用紙を領収書として保存して下さい。
授業は、当校カレンダー通りに開講しています。
月謝制の方は、月初のご希望クラスから、スタートします。
チケット制の方は、ご希望日をご予約下さい。

＜初日に持参する物＞
② 学用具
布裁ち鋏、紙切り鋏、糸切り鋏、筆記用具、まち針、
縫い針（中グケ）
、メジャー、チャコ。

②制作材料

＊初めは、ベレー帽」の制作から始めます。
表布地 90ｘ35ｃｍ 初めての制作には、
ソフトデニムのような風合い（厚み、柔らかさ）の布が扱い易い。

＜初日にお渡しする付属品材料＞「裏布」2ｍ（約 7 ヶ分）・「サイズリボン」3.2ｍ（５ヶ分）
「芯地」1ｍ（約３ヶ分）
「キャスケット用 F ブリム芯」１枚

帽体専コース
＜ご入学時の費用＞

入学時費用と初回の持ち物について

該当の合計金額を指定銀行に振り込んで下さい。
2019 年 10 月版（税率 10％）

入学金

80,000 円（税込 88,000 円）

テキスト代

6,500 円（税込 7,150 円）
(３ヶ月分・11 回）

(３ヶ月分・22 回）

チケット制
５回券

31,900 円

59,400 円

18,500 円

36,000 円

(税込 35,090 円）

(税込 65,340 円)

(税込 20,350 円)

(税込 39,600 円)

雑費

1,100 円

2,200 円

(３ヶ月分)

(税込 1,210 円）

(税込 2,420 円）

119,500 円

148,100 円

105,000 円

122,500 円

月謝制

授業料

合計

週１

月謝制 週 2

(税込 131,450 円） (税込 162,910

チケット制
１０回券

円) (税込 115,500 円) (税込 134,750 円)

※チケット制の方は、お振込みが完了しましたら、振込み日と、選んだ回数をお知らせ下さい。

※初日に帽体代と付属品代(帽体素材により 3,000 円から 6,000 円程度)が別途かかります。
授業は、当校カレンダー通りに開講しています。
月謝制の方は、月初のご希望クラスから、スタートします。
チケット制の方は、ご希望日をご予約下さい。

＜初日に持参する物＞
③ 学用具
布裁ち鋏、紙切り鋏、糸切り鋏、筆記用具、まち針、
縫い針（中グケ）
、メジャー、チャコ。

持参する物について不明点がありましたら、気軽にお問合せ下さい。

通信講座
＜ご入学時の費用＞

入学時費用について

全額を指定銀行に振り込んで下さい。
テキスト教材費含む

98,500 円（税込 108,350 円）

学費を振り込まれましたらご連絡下さい。2 週間以内に「教材セット」をお送りします。

振込先：三菱ＵＦＪ銀行・大塚支店

＜普通預金 店番 171＞

口座番号 0131908 名義 スダシャポー学院 須田京子
※振り込み手数料は、ご自身で、ご負担下さい。
※振込み済の方は、振込用紙を領収書として保存して下さい。

