
★ ★ ★ 一般クラス ★ ★ ★ 
 

ここが変わります！！ 
 

①一般 1 期 8 週制クラスが月 4回の月会費制コースになります。 
※レッスン時間 90分定員はコーチ 1名に対し 8名までに変更。 

 ＴＬクラスは廃止となります。 

2018 年 9月まで マスター（Ｍ） アドバンス（Ａ） トーナメント（Ｔ） トーナメント（ＴＬ） 

2018年10月から アベレージ（Ｇ１） アドバンス（Ｇ２） アッパー（Ｇ３） 廃止 

●受講料…2019 年 3 月度までは現在の受講料 4 回分、2019年 4 月度から料金改定となります。 
 ※表示金額はすべて消費税８％込みの総額です。 

 平  日 ナイター・土日 

現在 改正 現在 改正 

Ｍ→Ｇ１ ￥１８，６４１/８ ￥９，３２０/４ ￥１９，８９４/８ ￥９，９４７/４ 

Ａ→Ｇ２ ￥１８，６４１/８ ￥９，３２０/４ ￥１９，８９４/８ ￥９，９４７/４ 

Ｔ→Ｇ３ ￥１９，８９４/８ ￥９，３２０/４ ￥１９，８９４/８ ￥９，９４７/４ 
 

②一般チケット制クラスが 4回チケット（有効期限登録期間中）から 6回チケット（有効期限 9 週間）になります。 
※レッスン時間 60分定員はコーチ 1名に対し 6名までに変更。 

 ※雨天中止になった場合、有効期限は 1週延長されます。 

 ※現在所有されているチケットは現有効期間中有効です、但しレッスン時間は変更とさせて頂きます。。 

 ●受講料…2019 年 3月までは現在の単価計算で 6回分、2019 年 4 月から料金改定となります。 
 ※表示金額はすべて消費税８％込みの総額です。 

 平  日 ナイター・土日 

現在 改正 現在 改正 

Ｓ（初心者） ￥９，０７２/４ ￥９，０７２/６ ￥９，９３６/４ ￥９，９３６/６ 

Ｅ（エンジョイ） ￥９，０７２/４ ￥９，０７２/６ ￥９，９３６/４ ￥９，９３６/６ 

Ｆ（フォーメーション） 新設 ￥９，０７２/６ 設定なし 設定なし 
 

③一般ゲームクラスを新設。 
 ※レッスン時間 60分定員はコーチ 1名に対し 4名まで。 

 ●受講料…2019 年 4月から料金改定となります。 
※表示金額はすべて消費税８％込みの総額です。 

 平  日 ナイター・土日 

現在 2018 年 10 月度から 現在 2018 年 10 月度から 

Ｔ１・Ｔ２・Ｔ３ 設定なし ￥９，３２０/４ 設定なし ￥９，９４７/４ 
 

④割引制度…2019年 3月度までは下記（現在）の金額、2019年 4月度から改定となります。 
 ※チケット制クラスは対象外とさせて頂きます。 

 ●継続割引…￥２７０割引 

 ●家族・学生・会員・2クラス…￥１，０８０割引 
 

⑤その他 
 ※2018年 10月度の日程から適用とさせて頂きます。 

 ●振替制度…継続していれば最大 5か月有効期限を延長させて頂きます。 
※退校される場合は在籍月内で消化、退校後は消滅となります。 

 ●休校制度…休校する月は休校手数料として在籍クラス受講料の２５％が掛かります。 
 ※籍の確保や振替猶予期限の維持、および休校月でも在籍生金額での単発レッスンやプライベートレッスンの受講が可能

となり休校月でも振替手数料（2回までは\540、3回目から\1,080）をご負担のうえ振替利用ができます。 

 ※最大 3か月まで休校可能（休校手数料は 3か月分掛かります）。 

  

 



★ ★ ★ ジュニアクラス ★ ★ ★ 

ここが変わります！！ 
 

①月謝制クラス設定を一部見直しました。 
※Ｋクラスはレッスン時間 60分、定員はコーチ 1名に対し 8名までとなります。 

※Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３クラスはレッスン時間 60分、定員はコーチ 1名に対し 8名までに変更となります。 

※Ｃクラスはレッスン時間 45分、定員はコーチ 1名に対し 6名までとなります。 

 ＫＰクラスは廃止となります。 

●受講料…2019 年 3 月度までは現在の受講料、2019 年 4 月度から料金改定となります。 
※表示金額はすべて消費税８％込みの総額です。 

 新設Ｃ 廃止ＫＰ 新設Ｋ Ｊ１ Ｊ２ Ｊ３ 

現 在 設定なし ￥５，４００ 設定なし ￥６，４８０ ￥７，５６０ ￥７，５６０ 

改 正 ￥５，４００ 廃止 ￥６，４８０ ￥６，４８０ ￥７，５６０ ￥７，５６０ 
 

②チケット制クラス設定を一部見直しました。 
 ＪＫクラスは廃止となりセミプレーヤーズクラスと統一させて頂きます。 

※ＯＫクラスは日曜日のみ開校、土曜日クラスは廃止となります。２０１９年４月度から登録料が必要になります。 

※ＯＫクラスのレッスン時間 60分、定員はコーチ 1名に対し 8名までとなります。 

 ※ＹＴクラスを新設しました。 

 ※ＹＴクラスのレッスン時間は 80分、定員はコーチ 1名に対し 6名までとなります。 

●受講料…2019 年 3 月度までは現在の受講料、2019 年 4 月度から料金改定となります。 
※表示金額はすべて消費税８％込みの総額です。 

 ＯＫ ＪＫ ＹＴ 

現  在 ￥９，２８８/６ ￥１５，６６０/６ 新 設 

改  正 ￥９、２８８/６ 廃 止 ￥１５，１２０/６ 
 

③ジュニアトーナメントクラス設定を一部見直しました。 
 J1Tクラスと JTクラスを統一してセミプレーヤーズクラスに変更となります。 

 ※レッスン時間 90分定員はコーチ 1名に対し 8名までに変更となります。 

 ●受講料…別紙プレーヤーズパンフレットを御覧ください。 
 

④割引制度…2019年 3月度までは下記（現在）の金額、2019年 4月度から改定となります。 
 ※チケット制クラスは対象外とさせて頂きます。 

 ●家族・2 クラス…￥１，０８０割引 
 

⑤その他 
 ※2018年 10月度の日程から適用とさせて頂きます。 

 ●振替制度…継続していれば最大 5か月有効期限を延長させて頂きます。 
※退校される場合は在籍月内で消化、退校後は消滅となります。 

 ●休校制度…休校する月は休校手数料として在籍クラス受講料の２５％が掛かります。 
 ※籍の確保や振替猶予期限の維持、および休校月でも在籍生金額での単発レッスンやプライベートレッスンの受講が可能

となり休校月でも振替利用ができます。 

 ※最大 3か月まで休校可能（休校手数料は 3か月分掛かります）。 
 

★ ★ ★ 一般・ジュニア共通 ★ ★ ★ 
 

①入校金…￥５，４００（税込）※2018年 10月度以降新規入校の方が対象となります。 
 

②登録料…￥２，５９２（税込）※2018年 10月度以降新規入校の方が対象となります。 

 ※登録期間を「入校月から 1年間」から「4月度から 1年間」に変更となります。 

Ⓐ2018年 10 月度から 2019 年 3 月度の期間に更新の方 

  2018年度残り月数×￥180（税込）で 2018年度を登録とさせて頂きます。 

 Ⓑ一般 68期以降、ジュニア 2018 年 5 月度以降更新をされた方 

  2019年度は差額精算のうえで対応させて頂きます。 
 

③その他変更箇所 

 ●受講料のお支払について 

一般、ジュニアクラスともに前月度 4週目または次月度 1週目にお支払をお願い致します。 
  ※翌月分まで滞納（2か月分）された場合は受講できなくなりますのでお気を付けください。 

  



●退校の手続きについて 

一般、ジュニアクラスともに前月 25日（25 日が定休日の場合 26 日）までにお願い致します。 
※上記期日を過ぎてしまった場合キャンセル料として受講料の 25％を頂戴致します。 

※退校手続きを済ませた後は残り振替分は消滅となり振替が取れなくなります。 

 ●振替について 

  ご自分のレギュラークラスを欠席にして、その日のレギュラークラスに振替受講することはできません。 
  ※振替はレギュラークラス以外のクラスでお取りください。 
 

④一般対象のコースとクラス内容 

コース 
現  在 2018 年 10 月以降 

内    容 
クラス 対象 クラス 対象 

チケット 

60 分、６名 

Ｓ 初心者・初級 Ｓ 
高校生以上 

初心者 

テニスの基礎を丁寧に反復練習して習得して頂きます。 

Ｅ 経験者 Ｅ 
成人 

初級～中級 

健康維持を目的にラリーやゲームを楽しんで頂きます。 

新設 新設 Ｆ 
成人女性 

中級～上級 

女子ダブルスで勝てるようにフォーメーション練習をします。 

マスター・ 

トーナメント 

90 分、8 名 
※ナイター80分 

Ｍ 初中級 Ｇ１ 
高校生以上 

初級～初中級 

苦手ショットの克服、ダブルスの基本までを習得。 

Ａ 中上級 Ｇ２ 
高校生以上 

中級～中上級 

各ショットの強化、ダブルスの応用までを習得。 

Ｔ 上級 Ｇ３ 
高校生以上 

上級～最上級 

試合に必要な実戦練習をもとに勝つテニスを習得。 

ＴＬ 上級、廃止  
 

 

 

ゲーム 

60 分、4 名 

新設 新設 Ｔ１ 
高校生以上 

初級～初中級 

雁行陣のフォーメーションを習得。 

新設 新設 Ｔ２ 
高校生以上 

中級～中上級 

平行陣のフォーメーションを習得。 

新設 新設 Ｔ３ 
高校生以上 

上級～最上級 

より実践的なフォーメーションを習得。 

 

⑤ジュニア対象のコースとクラス内容 

コース 
現  在 2018 年 10 月以降 

内    容 
クラス 対象 クラス 対象 

チケット 

60 分、８名 

ＯＫ 

注① 
初心者・初級 ＯＫ 

年少～小３ 

初心者～初級 

運動能力やコーディネーション能力を育成。 

ＪＫ 廃止  
 

 

 

チケット 

80 分、6 名 
新設 新設 ＹＴ 

高校生～大学生 

中級～上級 

部活のない日や部活引退後も練習したいジュニアを対象にレ

ッスンを行います。 

ジュニアマスター 

60 分、8 名 

ＫＰ 廃止  
 

 

 

新設 新設 Ｃ 
年少～年長 

初心者～初級 

「走る」「飛ぶ」「投げる」などの運動能力やコーディネーショ

ン能力を育成。 

新設 新設 Ｋ 
年長～小学 3 年生 

初心者～初級 

ボールとラケットを使って運動能力やコーディネーション能

力を育成。 

Ｊ１ 初心者・初級 Ｊ１ 
小学生全学年 

初級～初中級 

テニスの基礎を習得。 

レッドからイエローボールまでを使用して練習。 

Ｊ２ 初中級 Ｊ２ 
小学 5 年生～中学生 

初級～初中級 

テニスの応用を習得。 

グリーンからイエローボールまでを使用して練習。 

Ｊ３ 中級 Ｊ３ 
中学生～高校生 

中級～中上級 

テニスの実践を習得。 

部活のない日に練習、苦手ショットの克服に最適。 

セミプレーヤーズ 

90 分、6 名 

Ｊ１Ｔ 統合 
ＳＰ 

全学年 

初中級～中級 

別紙パンフレットを御覧ください。 

注；入校審査あり ＪＴ 統合 

注①おはようキンダークラスの土曜日は廃止となります。 
 

●9 月 25日（火）～9月 30 日（日）の一般クラスはイベント週間としてレッスンを行う予定です。 

  詳細が決定次第お知らせ致します。 

●10 月 2日（火）から一般・ジュニア共通スケジュールでスタートします。 

 ●詳細については別紙パンフレットを御覧ください。 
  ※現在作成中です。 

 ●時間割（担当コーチ）表は決定次第掲示させて頂きます。 


