
◆各種ご案内

◆日程表 ～Schedule～　　　

   〒662-0957　西宮市大浜町2-48

☆新設・変更クラス：「黄色囲み」◆時間割 ～Time Table～

◆メッセージ ～Message from Head Coach T.Hashimoto～

今年の夏はゆっくり始まった割には格別に暑かったです。マスク着用にも慣れたので、もしや肺活量が増えたりして!?　プレーに役立てば幸いですがね。

香枦園テニスクラブ  0798-26-3389

■レッスン欠席届、中止決定
・欠席:開始60分前迄に届出
・中止:開始30分前迄に決定
**************************
■各種手続きのご案内
・クラス変更　1日～10日
・休会届　　　10日迄
・復帰・複数　いつでも
自筆書類のご提出が必要です
※ご不明な点はフロントへ

ナイター照明は全てLEDライトに変更しました。色調と大容量で明るくハッキリ見えやすくなりました。

植村(マサキ)コーチの特別プログラム開催予定　ゲーム会やショット練習、ダブルス専科などご期待ください。　■各種イベント

　■LED照明に変更
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■9月期変更

Ｊ３中川

2面10名

～18:50

Ｊ３松田

2面10名

～18:50

選手Ｓ２/増田・古田 選手Ｓ２/増田・古田

10-11

選手Ｓ１/増田

日

■体験受講 ジュニア\500、一般\1,000

◇ジュニアクラスへのご入会
入会金\5,000 \4,400(キッズクラス)

+受講料 \6,600・\7,700(小学生クラス)

\8,800(中高生クラス)

◇一般クラスへのご入会
入会金\5,000 \10,500(一般全クラス)

+受講料 \11,500(シングルス、女子ダブルス専科等)

■ジュニアクラスの編成　 少人数制で丁寧な指導を心がけています。

■ナイター照明を全てLEDライトに変更 地球にやさしく、眼にもやさしい♪

■「延長チケット」の新発行

■受講料(1期/1ｹ月４回分)

香枦園テニスクラブは、皆様のテニスライフをサポートいたします。

同居のご家族間で振替分を互いに使用できる「延長チケット」もご活用ください。(手数料300円)

ナイター照明器具がすべてLEDライトに変更しました。白い色調でコートラインも明確に見えますね。ご期待ください。

8月期末(最終日9/4)の発行分をもって、「譲渡チケット」は廃止いたしました。

ご入会キャンペーン♪ (体験レッスン当日のご入会のみ適用)

◆本キャンペーンは入会翌月の継続を前提としております。入会月だけの場合は既定の料金を頂戴いたします。

定員は各クラスの在籍定員です。

ご自身の振替有効期限を１ケ月延長させる制度は、「延長チケット」として継続いたします。(手数料300円)

①入会金\5,000 無料！

②受講料最大65%OFF(入会月)

ジュニアすべて

一般、特別専科

<入会特典>

¥5,000

¥3,000

名称 対象、レベル 指導内容 時間 開講日

キッズ 幼稚園の年中年長児 各種運動の中でテニスの基礎を覚えます 50分 水・木・金の３日間

J1 小学生初心者 テニスの基本動作を覚えます 60分

J2 小学生の経験者 反復練習で身体の使い方を覚えます 60分

J3 小学生の中級者 試合要素を盛り込み、本格的テニスへ移行 80分 火～日の6日間

J4 中高生の初心者・初級 テニスの基本動作を反復して覚えます 80分

J5 中高生の中級レベル 試合環境でのショットを反復して磨きます 80分

S１ 小～中学生の基礎クラス 基礎能力を高めて、試合への総合的成長 90分 火～金の4日間

S２ 中高生の特訓クラス 徹底的に基礎と反復練習　試合想定の練習 110分 月～金の5日間

☆選手クラスの要項は別途ございます。フロントへお問合せください。

種別

選手
クラス

一般
ジュニア

少人数制

１面8名

2面10名

月～土の６日間

全23クラス

月～土の6日間

全9クラス

クラス定員

２面ｺｰﾁ１名・８名

３面ｺｰﾁ2名・15名

・クラブハウスはチェックインのみ　　　・サブハウスの使用は禁止いたします。

・プレー中に限りマスクを外しても結構です。　ボール集めや会話時は適切な距離を取るかマスク着用をお願いいたします。

・テント下の通路は密集しやすいので、距離を取ってお待ちください。

・シャワーのご利用は、サブハウス側の更衣室でお願いします。(飲食禁止)

・退場時は東ゲートまたは駐車場通路を利用して、クラブハウスは通らないでください。

・健康管理のため雨天予報時は、通常よりレッスンを休講にする場合が増えますのでご了承ください。

※変更事項があり次第

メール配信いたします。

≪感染予防として次の対応をお願いいたします≫

体調管理は万全にお願いいたします。チェックイン時に必ず検温をしてください。(発熱・咳のある方はご遠慮願います)
テニスコート以外はマスクまたはフェースマスクを必ず着用してください。

キッズ(5歳児/年中～年長) 定員8名 50分 一般クラス (平日昼間) 定員8名 90分

ジュニア(小学生)J1～J2 定員8名 60分 一般クラス (平日夜･土日) 定員8、12名 80分

ジュニア(小学生)J3 定員8名 80分 シングルスクラス (水曜夜) 定員6名 80分

ジュニア(中学高校生)J4･J5 定員8名,10名 80分 女子ダブルス専科 (平日昼間) 定員6名 90分¥8,800 ¥11,500
    (LD③④、T2～T5クラス)

¥4,400 ¥10,500

¥6,600 ¥10,500

¥7,700 ¥11,500

■体験受講 ジュニア\500、一般\1,000

◇ジュニアクラスへのご入会
入会金\5,000 \4,400(キッズクラス)

+受講料 \6,600・\7,700(小学生クラス)

\8,800(中高生クラス)

◇一般クラスへのご入会
入会金\5,000 \10,500(一般全クラス)

+受講料 \11,500(シングルス、女子ダブルス専科等)

■ジュニアクラスの編成　 少人数制で丁寧な指導を心がけています。

■ナイター照明を全てLEDライトに変更 地球にやさしく、眼にもやさしい♪

■「延長チケット」の新発行

■受講料(1期/1ｹ月４回分)

香枦園テニスクラブは、皆様のテニスライフをサポートいたします。

同居のご家族間で振替分を互いに使用できる「延長チケット」もご活用ください。(手数料300円)

ナイター照明器具がすべてLEDライトに変更しました。白い色調でコートラインも明確に見えますね。ご期待ください。

8月期末(最終日9/4)の発行分をもって、「譲渡チケット」は廃止いたしました。

ご入会キャンペーン♪ (体験レッスン当日のご入会のみ適用)

◆本キャンペーンは入会翌月の継続を前提としております。入会月だけの場合は既定の料金を頂戴いたします。

定員は各クラスの在籍定員です。

ご自身の振替有効期限を１ケ月延長させる制度は、「延長チケット」として継続いたします。(手数料300円)

①入会金\5,000 無料！

②受講料最大65%OFF(入会月)

ジュニアすべて

一般、特別専科

<入会特典>

¥5,000

¥3,000

名称 対象、レベル 指導内容 時間 開講日

キッズ 幼稚園の年中年長児 各種運動の中でテニスの基礎を覚えます 50分 水・木・金の３日間

J1 小学生初心者 テニスの基本動作を覚えます 60分

J2 小学生の経験者 反復練習で身体の使い方を覚えます 60分

J3 小学生の中級者 試合要素を盛り込み、本格的テニスへ移行 80分 火～日の6日間

J4 中高生の初心者・初級 テニスの基本動作を反復して覚えます 80分

J5 中高生の中級レベル 試合環境でのショットを反復して磨きます 80分

S１ 小～中学生の基礎クラス 基礎能力を高めて、試合への総合的成長 90分 火～金の4日間

S２ 中高生の特訓クラス 徹底的に基礎と反復練習　試合想定の練習 110分 月～金の5日間

☆選手クラスの要項は別途ございます。フロントへお問合せください。
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選手
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ジュニア
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2面10名

月～土の６日間

全23クラス

月～土の6日間

全9クラス

クラス定員

２面ｺｰﾁ１名・８名

３面ｺｰﾁ2名・15名

・クラブハウスはチェックインのみ　　　・サブハウスの使用は禁止いたします。

・プレー中に限りマスクを外しても結構です。　ボール集めや会話時は適切な距離を取るかマスク着用をお願いいたします。

・テント下の通路は密集しやすいので、距離を取ってお待ちください。

・シャワーのご利用は、サブハウス側の更衣室でお願いします。(飲食禁止)

・退場時は東ゲートまたは駐車場通路を利用して、クラブハウスは通らないでください。

・健康管理のため雨天予報時は、通常よりレッスンを休講にする場合が増えますのでご了承ください。

※変更事項があり次第

メール配信いたします。

≪感染予防として次の対応をお願いいたします≫

体調管理は万全にお願いいたします。チェックイン時に必ず検温をしてください。(発熱・咳のある方はご遠慮願います)
テニスコート以外はマスクまたはフェースマスクを必ず着用してください。

キッズ(5歳児/年中～年長) 定員8名 50分 一般クラス (平日昼間) 定員8名 90分

ジュニア(小学生)J1～J2 定員8名 60分 一般クラス (平日夜･土日) 定員8、12名 80分

ジュニア(小学生)J3 定員8名 80分 シングルスクラス (水曜夜) 定員6名 80分

ジュニア(中学高校生)J4･J5 定員8名,10名 80分 女子ダブルス専科 (平日昼間) 定員6名 90分¥8,800 ¥11,500
    (LD③④、T2～T5クラス)

¥4,400 ¥10,500

¥6,600 ¥10,500

¥7,700 ¥11,500

■体験受講 ジュニア\500、一般\1,000

◇ジュニアクラスへのご入会
入会金\5,000 \4,400(キッズクラス)

+受講料 \6,600・\7,700(小学生クラス)

\8,800(中高生クラス)

◇一般クラスへのご入会
入会金\5,000 \10,500(一般全クラス)

+受講料 \11,500(シングルス、女子ダブルス専科等)

■ジュニアクラスの編成　 少人数制で丁寧な指導を心がけています。

■ナイター照明を全てLEDライトに変更 地球にやさしく、眼にもやさしい♪

■「延長チケット」の新発行

■受講料(1期/1ｹ月４回分)

香枦園テニスクラブは、皆様のテニスライフをサポートいたします。

同居のご家族間で振替分を互いに使用できる「延長チケット」もご活用ください。(手数料300円)

ナイター照明器具がすべてLEDライトに変更しました。白い色調でコートラインも明確に見えますね。ご期待ください。

8月期末(最終日9/4)の発行分をもって、「譲渡チケット」は廃止いたしました。

ご入会キャンペーン♪ (体験レッスン当日のご入会のみ適用)

◆本キャンペーンは入会翌月の継続を前提としております。入会月だけの場合は既定の料金を頂戴いたします。

定員は各クラスの在籍定員です。

ご自身の振替有効期限を１ケ月延長させる制度は、「延長チケット」として継続いたします。(手数料300円)

①入会金\5,000 無料！

②受講料最大65%OFF(入会月)

ジュニアすべて

一般、特別専科

<入会特典>

¥5,000

¥3,000

名称 対象、レベル 指導内容 時間 開講日

キッズ 幼稚園の年中年長児 各種運動の中でテニスの基礎を覚えます 50分 水・木・金の３日間

J1 小学生初心者 テニスの基本動作を覚えます 60分

J2 小学生の経験者 反復練習で身体の使い方を覚えます 60分

J3 小学生の中級者 試合要素を盛り込み、本格的テニスへ移行 80分 火～日の6日間

J4 中高生の初心者・初級 テニスの基本動作を反復して覚えます 80分

J5 中高生の中級レベル 試合環境でのショットを反復して磨きます 80分

S１ 小～中学生の基礎クラス 基礎能力を高めて、試合への総合的成長 90分 火～金の4日間

S２ 中高生の特訓クラス 徹底的に基礎と反復練習　試合想定の練習 110分 月～金の5日間

☆選手クラスの要項は別途ございます。フロントへお問合せください。

種別

選手
クラス

一般
ジュニア

少人数制

１面8名

2面10名

月～土の６日間

全23クラス

月～土の6日間

全9クラス

クラス定員

２面ｺｰﾁ１名・８名

３面ｺｰﾁ2名・15名

・クラブハウスはチェックインのみ　　　・サブハウスの使用は禁止いたします。

・プレー中に限りマスクを外しても結構です。　ボール集めや会話時は適切な距離を取るかマスク着用をお願いいたします。

・テント下の通路は密集しやすいので、距離を取ってお待ちください。

・シャワーのご利用は、サブハウス側の更衣室でお願いします。(飲食禁止)

・退場時は東ゲートまたは駐車場通路を利用して、クラブハウスは通らないでください。

・健康管理のため雨天予報時は、通常よりレッスンを休講にする場合が増えますのでご了承ください。

※変更事項があり次第

メール配信いたします。

≪感染予防として次の対応をお願いいたします≫

体調管理は万全にお願いいたします。チェックイン時に必ず検温をしてください。(発熱・咳のある方はご遠慮願います)
テニスコート以外はマスクまたはフェースマスクを必ず着用してください。

キッズ(5歳児/年中～年長) 定員8名 50分 一般クラス (平日昼間) 定員8名 90分

ジュニア(小学生)J1～J2 定員8名 60分 一般クラス (平日夜･土日) 定員8、12名 80分

ジュニア(小学生)J3 定員8名 80分 シングルスクラス (水曜夜) 定員6名 80分

ジュニア(中学高校生)J4･J5 定員8名,10名 80分 女子ダブルス専科 (平日昼間) 定員6名 90分¥8,800 ¥11,500
    (LD③④、T2～T5クラス)

¥4,400 ¥10,500

¥6,600 ¥10,500

¥7,700 ¥11,500

■体験受講 ジュニア\500、一般\1,000

◇ジュニアクラスへのご入会
入会金\5,000 \4,400(キッズクラス)

+受講料 \6,600・\7,700(小学生クラス)

\8,800(中高生クラス)

◇一般クラスへのご入会
入会金\5,000 \10,500(一般全クラス)

+受講料 \11,500(シングルス、女子ダブルス専科等)

■ジュニアクラスの編成　 少人数制で丁寧な指導を心がけています。

■ナイター照明を全てLEDライトに変更 地球にやさしく、眼にもやさしい♪

■「延長チケット」の新発行

■受講料(1期/1ｹ月４回分)

香枦園テニスクラブは、皆様のテニスライフをサポートいたします。

同居のご家族間で振替分を互いに使用できる「延長チケット」もご活用ください。(手数料300円)

ナイター照明器具がすべてLEDライトに変更しました。白い色調でコートラインも明確に見えますね。ご期待ください。

8月期末(最終日9/4)の発行分をもって、「譲渡チケット」は廃止いたしました。

ご入会キャンペーン♪ (体験レッスン当日のご入会のみ適用)

◆本キャンペーンは入会翌月の継続を前提としております。入会月だけの場合は既定の料金を頂戴いたします。

定員は各クラスの在籍定員です。

ご自身の振替有効期限を１ケ月延長させる制度は、「延長チケット」として継続いたします。(手数料300円)

①入会金\5,000 無料！

②受講料最大65%OFF(入会月)

ジュニアすべて

一般、特別専科

<入会特典>

¥5,000

¥3,000

名称 対象、レベル 指導内容 時間 開講日

キッズ 幼稚園の年中年長児 各種運動の中でテニスの基礎を覚えます 50分 水・木・金の３日間

J1 小学生初心者 テニスの基本動作を覚えます 60分

J2 小学生の経験者 反復練習で身体の使い方を覚えます 60分

J3 小学生の中級者 試合要素を盛り込み、本格的テニスへ移行 80分 火～日の6日間

J4 中高生の初心者・初級 テニスの基本動作を反復して覚えます 80分

J5 中高生の中級レベル 試合環境でのショットを反復して磨きます 80分

S１ 小～中学生の基礎クラス 基礎能力を高めて、試合への総合的成長 90分 火～金の4日間

S２ 中高生の特訓クラス 徹底的に基礎と反復練習　試合想定の練習 110分 月～金の5日間

☆選手クラスの要項は別途ございます。フロントへお問合せください。

種別

選手
クラス

一般
ジュニア

少人数制

１面8名

2面10名

月～土の６日間

全23クラス

月～土の6日間

全9クラス

クラス定員

２面ｺｰﾁ１名・８名

３面ｺｰﾁ2名・15名

・クラブハウスはチェックインのみ　　　・サブハウスの使用は禁止いたします。

・プレー中に限りマスクを外しても結構です。　ボール集めや会話時は適切な距離を取るかマスク着用をお願いいたします。

・テント下の通路は密集しやすいので、距離を取ってお待ちください。

・シャワーのご利用は、サブハウス側の更衣室でお願いします。(飲食禁止)

・退場時は東ゲートまたは駐車場通路を利用して、クラブハウスは通らないでください。

・健康管理のため雨天予報時は、通常よりレッスンを休講にする場合が増えますのでご了承ください。

※変更事項があり次第

メール配信いたします。

≪感染予防として次の対応をお願いいたします≫

体調管理は万全にお願いいたします。チェックイン時に必ず検温をしてください。(発熱・咳のある方はご遠慮願います)
テニスコート以外はマスクまたはフェースマスクを必ず着用してください。

キッズ(5歳児/年中～年長) 定員8名 50分 一般クラス (平日昼間) 定員8名 90分

ジュニア(小学生)J1～J2 定員8名 60分 一般クラス (平日夜･土日) 定員8、12名 80分

ジュニア(小学生)J3 定員8名 80分 シングルスクラス (水曜夜) 定員6名 80分

ジュニア(中学高校生)J4･J5 定員8名,10名 80分 女子ダブルス専科 (平日昼間) 定員6名 90分¥8,800 ¥11,500
    (LD③④、T2～T5クラス)

¥4,400 ¥10,500

¥6,600 ¥10,500

¥7,700 ¥11,500

■体験受講 ジュニア\500、一般\1,000

◇ジュニアクラスへのご入会
入会金\5,000 \4,400(キッズクラス)

+受講料 \6,600・\7,700(小学生クラス)

\8,800(中高生クラス)

◇一般クラスへのご入会
入会金\5,000 \10,500(一般全クラス)

+受講料 \11,500(シングルス、女子ダブルス専科等)

■ジュニアクラスの編成　 少人数制で丁寧な指導を心がけています。

■ナイター照明を全てLEDライトに変更 地球にやさしく、眼にもやさしい♪

■「延長チケット」の新発行

■受講料(1期/1ｹ月４回分)

香枦園テニスクラブは、皆様のテニスライフをサポートいたします。

同居のご家族間で振替分を互いに使用できる「延長チケット」もご活用ください。(手数料300円)

ナイター照明器具がすべてLEDライトに変更しました。白い色調でコートラインも明確に見えますね。ご期待ください。

8月期末(最終日9/4)の発行分をもって、「譲渡チケット」は廃止いたしました。

ご入会キャンペーン♪ (体験レッスン当日のご入会のみ適用)

◆本キャンペーンは入会翌月の継続を前提としております。入会月だけの場合は既定の料金を頂戴いたします。

定員は各クラスの在籍定員です。

ご自身の振替有効期限を１ケ月延長させる制度は、「延長チケット」として継続いたします。(手数料300円)

①入会金\5,000 無料！

②受講料最大65%OFF(入会月)

ジュニアすべて

一般、特別専科

<入会特典>

¥5,000

¥3,000

名称 対象、レベル 指導内容 時間 開講日

キッズ 幼稚園の年中年長児 各種運動の中でテニスの基礎を覚えます 50分 水・木・金の３日間

J1 小学生初心者 テニスの基本動作を覚えます 60分

J2 小学生の経験者 反復練習で身体の使い方を覚えます 60分

J3 小学生の中級者 試合要素を盛り込み、本格的テニスへ移行 80分 火～日の6日間

J4 中高生の初心者・初級 テニスの基本動作を反復して覚えます 80分

J5 中高生の中級レベル 試合環境でのショットを反復して磨きます 80分

S１ 小～中学生の基礎クラス 基礎能力を高めて、試合への総合的成長 90分 火～金の4日間

S２ 中高生の特訓クラス 徹底的に基礎と反復練習　試合想定の練習 110分 月～金の5日間

☆選手クラスの要項は別途ございます。フロントへお問合せください。

種別

選手
クラス

一般
ジュニア

少人数制

１面8名

2面10名

月～土の６日間

全23クラス

月～土の6日間

全9クラス

クラス定員

２面ｺｰﾁ１名・８名

３面ｺｰﾁ2名・15名

・クラブハウスはチェックインのみ　　　・サブハウスの使用は禁止いたします。

・プレー中に限りマスクを外しても結構です。　ボール集めや会話時は適切な距離を取るかマスク着用をお願いいたします。

・テント下の通路は密集しやすいので、距離を取ってお待ちください。

・シャワーのご利用は、サブハウス側の更衣室でお願いします。(飲食禁止)

・退場時は東ゲートまたは駐車場通路を利用して、クラブハウスは通らないでください。

・健康管理のため雨天予報時は、通常よりレッスンを休講にする場合が増えますのでご了承ください。

※変更事項があり次第

メール配信いたします。

≪感染予防として次の対応をお願いいたします≫

体調管理は万全にお願いいたします。チェックイン時に必ず検温をしてください。(発熱・咳のある方はご遠慮願います)
テニスコート以外はマスクまたはフェースマスクを必ず着用してください。

キッズ(5歳児/年中～年長) 定員8名 50分 一般クラス (平日昼間) 定員8名 90分

ジュニア(小学生)J1～J2 定員8名 60分 一般クラス (平日夜･土日) 定員8、12名 80分

ジュニア(小学生)J3 定員8名 80分 シングルスクラス (水曜夜) 定員6名 80分

ジュニア(中学高校生)J4･J5 定員8名,10名 80分 女子ダブルス専科 (平日昼間) 定員6名 90分¥8,800 ¥11,500
    (LD③④、T2～T5クラス)

¥4,400 ¥10,500

¥6,600 ¥10,500

¥7,700 ¥11,500

■体験受講 ジュニア\500、一般\1,000

◇ジュニアクラスへのご入会
入会金\5,000 \4,400(キッズクラス)

+受講料 \6,600・\7,700(小学生クラス)

\8,800(中高生クラス)

◇一般クラスへのご入会
入会金\5,000 \10,500(一般全クラス)

+受講料 \11,500(シングルス、女子ダブルス専科等)

■ジュニアクラスの編成　 少人数制で丁寧な指導を心がけています。

■ナイター照明を全てLEDライトに変更 地球にやさしく、眼にもやさしい♪

■「延長チケット」の新発行

■受講料(1期/1ｹ月４回分)

香枦園テニスクラブは、皆様のテニスライフをサポートいたします。

同居のご家族間で振替分を互いに使用できる「延長チケット」もご活用ください。(手数料300円)

ナイター照明器具がすべてLEDライトに変更しました。白い色調でコートラインも明確に見えますね。ご期待ください。

8月期末(最終日9/4)の発行分をもって、「譲渡チケット」は廃止いたしました。

ご入会キャンペーン♪ (体験レッスン当日のご入会のみ適用)

◆本キャンペーンは入会翌月の継続を前提としております。入会月だけの場合は既定の料金を頂戴いたします。

定員は各クラスの在籍定員です。

ご自身の振替有効期限を１ケ月延長させる制度は、「延長チケット」として継続いたします。(手数料300円)

①入会金\5,000 無料！

②受講料最大65%OFF(入会月)

ジュニアすべて

一般、特別専科

<入会特典>

¥5,000

¥3,000

名称 対象、レベル 指導内容 時間 開講日

キッズ 幼稚園の年中年長児 各種運動の中でテニスの基礎を覚えます 50分 水・木・金の３日間

J1 小学生初心者 テニスの基本動作を覚えます 60分

J2 小学生の経験者 反復練習で身体の使い方を覚えます 60分

J3 小学生の中級者 試合要素を盛り込み、本格的テニスへ移行 80分 火～日の6日間

J4 中高生の初心者・初級 テニスの基本動作を反復して覚えます 80分

J5 中高生の中級レベル 試合環境でのショットを反復して磨きます 80分

S１ 小～中学生の基礎クラス 基礎能力を高めて、試合への総合的成長 90分 火～金の4日間

S２ 中高生の特訓クラス 徹底的に基礎と反復練習　試合想定の練習 110分 月～金の5日間

☆選手クラスの要項は別途ございます。フロントへお問合せください。

種別

選手
クラス

一般
ジュニア

少人数制

１面8名

2面10名

月～土の６日間

全23クラス

月～土の6日間

全9クラス

クラス定員

２面ｺｰﾁ１名・８名

３面ｺｰﾁ2名・15名

・クラブハウスはチェックインのみ　　　・サブハウスの使用は禁止いたします。

・プレー中に限りマスクを外しても結構です。　ボール集めや会話時は適切な距離を取るかマスク着用をお願いいたします。

・テント下の通路は密集しやすいので、距離を取ってお待ちください。

・シャワーのご利用は、サブハウス側の更衣室でお願いします。(飲食禁止)

・退場時は東ゲートまたは駐車場通路を利用して、クラブハウスは通らないでください。

・健康管理のため雨天予報時は、通常よりレッスンを休講にする場合が増えますのでご了承ください。

※変更事項があり次第

メール配信いたします。

≪感染予防として次の対応をお願いいたします≫

体調管理は万全にお願いいたします。チェックイン時に必ず検温をしてください。(発熱・咳のある方はご遠慮願います)
テニスコート以外はマスクまたはフェースマスクを必ず着用してください。

キッズ(5歳児/年中～年長) 定員8名 50分 一般クラス (平日昼間) 定員8名 90分

ジュニア(小学生)J1～J2 定員8名 60分 一般クラス (平日夜･土日) 定員8、12名 80分

ジュニア(小学生)J3 定員8名 80分 シングルスクラス (水曜夜) 定員6名 80分

ジュニア(中学高校生)J4･J5 定員8名,10名 80分 女子ダブルス専科 (平日昼間) 定員6名 90分¥8,800 ¥11,500
    (LD③④、T2～T5クラス)

¥4,400 ¥10,500

¥6,600 ¥10,500

¥7,700 ¥11,500

■体験受講 ジュニア\500、一般\1,000

◇ジュニアクラスへのご入会
入会金\5,000 \4,400(キッズクラス)

+受講料 \6,600・\7,700(小学生クラス)

\8,800(中高生クラス)

◇一般クラスへのご入会
入会金\5,000 \10,500(一般全クラス)

+受講料 \11,500(シングルス、女子ダブルス専科等)

■ジュニアクラスの編成　 少人数制で丁寧な指導を心がけています。

■ナイター照明を全てLEDライトに変更 地球にやさしく、眼にもやさしい♪

■「延長チケット」の新発行

■受講料(1期/1ｹ月４回分)

香枦園テニスクラブは、皆様のテニスライフをサポートいたします。

同居のご家族間で振替分を互いに使用できる「延長チケット」もご活用ください。(手数料300円)

ナイター照明器具がすべてLEDライトに変更しました。白い色調でコートラインも明確に見えますね。ご期待ください。

8月期末(最終日9/4)の発行分をもって、「譲渡チケット」は廃止いたしました。

ご入会キャンペーン♪ (体験レッスン当日のご入会のみ適用)

◆本キャンペーンは入会翌月の継続を前提としております。入会月だけの場合は既定の料金を頂戴いたします。

定員は各クラスの在籍定員です。

ご自身の振替有効期限を１ケ月延長させる制度は、「延長チケット」として継続いたします。(手数料300円)

①入会金\5,000 無料！

②受講料最大65%OFF(入会月)

ジュニアすべて

一般、特別専科

<入会特典>

¥5,000

¥3,000

名称 対象、レベル 指導内容 時間 開講日

キッズ 幼稚園の年中年長児 各種運動の中でテニスの基礎を覚えます 50分 水・木・金の３日間

J1 小学生初心者 テニスの基本動作を覚えます 60分

J2 小学生の経験者 反復練習で身体の使い方を覚えます 60分

J3 小学生の中級者 試合要素を盛り込み、本格的テニスへ移行 80分 火～日の6日間

J4 中高生の初心者・初級 テニスの基本動作を反復して覚えます 80分

J5 中高生の中級レベル 試合環境でのショットを反復して磨きます 80分

S１ 小～中学生の基礎クラス 基礎能力を高めて、試合への総合的成長 90分 火～金の4日間

S２ 中高生の特訓クラス 徹底的に基礎と反復練習　試合想定の練習 110分 月～金の5日間

☆選手クラスの要項は別途ございます。フロントへお問合せください。

種別

選手
クラス

一般
ジュニア

少人数制

１面8名

2面10名

月～土の６日間

全23クラス

月～土の6日間

全9クラス

クラス定員

２面ｺｰﾁ１名・８名

３面ｺｰﾁ2名・15名

・クラブハウスはチェックインのみ　　　・サブハウスの使用は禁止いたします。

・プレー中に限りマスクを外しても結構です。　ボール集めや会話時は適切な距離を取るかマスク着用をお願いいたします。

・テント下の通路は密集しやすいので、距離を取ってお待ちください。

・シャワーのご利用は、サブハウス側の更衣室でお願いします。(飲食禁止)

・退場時は東ゲートまたは駐車場通路を利用して、クラブハウスは通らないでください。

・健康管理のため雨天予報時は、通常よりレッスンを休講にする場合が増えますのでご了承ください。

※変更事項があり次第

メール配信いたします。

≪感染予防として次の対応をお願いいたします≫

体調管理は万全にお願いいたします。チェックイン時に必ず検温をしてください。(発熱・咳のある方はご遠慮願います)
テニスコート以外はマスクまたはフェースマスクを必ず着用してください。

キッズ(5歳児/年中～年長) 定員8名 50分 一般クラス (平日昼間) 定員8名 90分

ジュニア(小学生)J1～J2 定員8名 60分 一般クラス (平日夜･土日) 定員8、12名 80分

ジュニア(小学生)J3 定員8名 80分 シングルスクラス (水曜夜) 定員6名 80分

ジュニア(中学高校生)J4･J5 定員8名,10名 80分 女子ダブルス専科 (平日昼間) 定員6名 90分¥8,800 ¥11,500
    (LD③④、T2～T5クラス)

¥4,400 ¥10,500

¥6,600 ¥10,500

¥7,700 ¥11,500

■体験受講 ジュニア\500、一般\1,000

◇ジュニアクラスへのご入会
入会金\5,000 \4,400(キッズクラス)

+受講料 \6,600・\7,700(小学生クラス)

\8,800(中高生クラス)

◇一般クラスへのご入会
入会金\5,000 \10,500(一般全クラス)

+受講料 \11,500(シングルス、女子ダブルス専科等)

■ジュニアクラスの編成　 少人数制で丁寧な指導を心がけています。

■ナイター照明を全てLEDライトに変更 地球にやさしく、眼にもやさしい♪

■「延長チケット」の新発行

■受講料(1期/1ｹ月４回分)

香枦園テニスクラブは、皆様のテニスライフをサポートいたします。

同居のご家族間で振替分を互いに使用できる「延長チケット」もご活用ください。(手数料300円)

ナイター照明器具がすべてLEDライトに変更しました。白い色調でコートラインも明確に見えますね。ご期待ください。

8月期末(最終日9/4)の発行分をもって、「譲渡チケット」は廃止いたしました。

ご入会キャンペーン♪ (体験レッスン当日のご入会のみ適用)

◆本キャンペーンは入会翌月の継続を前提としております。入会月だけの場合は既定の料金を頂戴いたします。

定員は各クラスの在籍定員です。

ご自身の振替有効期限を１ケ月延長させる制度は、「延長チケット」として継続いたします。(手数料300円)

①入会金\5,000 無料！

②受講料最大65%OFF(入会月)

ジュニアすべて

一般、特別専科

<入会特典>

¥5,000

¥3,000

名称 対象、レベル 指導内容 時間 開講日

キッズ 幼稚園の年中年長児 各種運動の中でテニスの基礎を覚えます 50分 水・木・金の３日間

J1 小学生初心者 テニスの基本動作を覚えます 60分

J2 小学生の経験者 反復練習で身体の使い方を覚えます 60分

J3 小学生の中級者 試合要素を盛り込み、本格的テニスへ移行 80分 火～日の6日間

J4 中高生の初心者・初級 テニスの基本動作を反復して覚えます 80分

J5 中高生の中級レベル 試合環境でのショットを反復して磨きます 80分

S１ 小～中学生の基礎クラス 基礎能力を高めて、試合への総合的成長 90分 火～金の4日間

S２ 中高生の特訓クラス 徹底的に基礎と反復練習　試合想定の練習 110分 月～金の5日間

☆選手クラスの要項は別途ございます。フロントへお問合せください。

種別

選手
クラス

一般
ジュニア

少人数制

１面8名

2面10名

月～土の６日間

全23クラス

月～土の6日間

全9クラス

クラス定員

２面ｺｰﾁ１名・８名

３面ｺｰﾁ2名・15名

・クラブハウスはチェックインのみ　　　・サブハウスの使用は禁止いたします。

・プレー中に限りマスクを外しても結構です。　ボール集めや会話時は適切な距離を取るかマスク着用をお願いいたします。

・テント下の通路は密集しやすいので、距離を取ってお待ちください。

・シャワーのご利用は、サブハウス側の更衣室でお願いします。(飲食禁止)

・退場時は東ゲートまたは駐車場通路を利用して、クラブハウスは通らないでください。

・健康管理のため雨天予報時は、通常よりレッスンを休講にする場合が増えますのでご了承ください。

※変更事項があり次第

メール配信いたします。

≪感染予防として次の対応をお願いいたします≫

体調管理は万全にお願いいたします。チェックイン時に必ず検温をしてください。(発熱・咳のある方はご遠慮願います)
テニスコート以外はマスクまたはフェースマスクを必ず着用してください。

キッズ(5歳児/年中～年長) 定員8名 50分 一般クラス (平日昼間) 定員8名 90分

ジュニア(小学生)J1～J2 定員8名 60分 一般クラス (平日夜･土日) 定員8、12名 80分

ジュニア(小学生)J3 定員8名 80分 シングルスクラス (水曜夜) 定員6名 80分

ジュニア(中学高校生)J4･J5 定員8名,10名 80分 女子ダブルス専科 (平日昼間) 定員6名 90分¥8,800 ¥11,500
    (LD③④、T2～T5クラス)

¥4,400 ¥10,500

¥6,600 ¥10,500

¥7,700 ¥11,500

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

9/5 6 7 8 9 10 11 10/3 4 5 6 7 8 9 31 11/1 2 3 4 5 6

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 14 15 16 17 18 19 20

26 27 28 29 30 10/1 2 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27

11月期(10/31～11/27)

※9月～12月期の途中休講日はございません。年末年始休講日12/26(月)～1/4(水)

10月期(10/3～10/30)9月期(9/5～10/2)



■体験受講 ジュニア\500、一般\1,000

◇ジュニアクラスへのご入会
入会金\5,000 \4,400(キッズクラス)

+受講料 \6,600・\7,700(小学生クラス)

\8,800(中高生クラス)

◇一般クラスへのご入会
入会金\5,000 \10,500(一般全クラス)

+受講料 \11,500(シングルス、女子ダブルス専科等)

■ジュニアクラスの編成　 少人数制で丁寧な指導を心がけています。

■ナイター照明を全てLEDライトに変更 地球にやさしく、眼にもやさしい♪

■「延長チケット」の新発行

■受講料(1期/1ｹ月４回分)

香枦園テニスクラブは、皆様のテニスライフをサポートいたします。

同居のご家族間で振替分を互いに使用できる「延長チケット」もご活用ください。(手数料300円)

ナイター照明器具がすべてLEDライトに変更しました。白い色調でコートラインも明確に見えますね。ご期待ください。

8月期末(最終日9/4)の発行分をもって、「譲渡チケット」は廃止いたしました。

ご入会キャンペーン♪ (体験レッスン当日のご入会のみ適用)

◆本キャンペーンは入会翌月の継続を前提としております。入会月だけの場合は既定の料金を頂戴いたします。

定員は各クラスの在籍定員です。

ご自身の振替有効期限を１ケ月延長させる制度は、「延長チケット」として継続いたします。(手数料300円)

①入会金\5,000 無料！

②受講料最大65%OFF(入会月)

ジュニアすべて

一般、特別専科

<入会特典>

¥5,000

¥3,000

名称 対象、レベル 指導内容 時間 開講日

キッズ 幼稚園の年中年長児 各種運動の中でテニスの基礎を覚えます 50分 水・木・金の３日間

J1 小学生初心者 テニスの基本動作を覚えます 60分

J2 小学生の経験者 反復練習で身体の使い方を覚えます 60分

J3 小学生の中級者 試合要素を盛り込み、本格的テニスへ移行 80分 火～日の6日間

J4 中高生の初心者・初級 テニスの基本動作を反復して覚えます 80分

J5 中高生の中級レベル 試合環境でのショットを反復して磨きます 80分

S１ 小～中学生の基礎クラス 基礎能力を高めて、試合への総合的成長 90分 火～金の4日間

S２ 中高生の特訓クラス 徹底的に基礎と反復練習　試合想定の練習 110分 月～金の5日間

☆選手クラスの要項は別途ございます。フロントへお問合せください。

種別

選手
クラス

一般
ジュニア

少人数制

１面8名

2面10名

月～土の６日間

全23クラス

月～土の6日間

全9クラス

クラス定員

２面ｺｰﾁ１名・８名

３面ｺｰﾁ2名・15名

・クラブハウスはチェックインのみ　　　・サブハウスの使用は禁止いたします。

・プレー中に限りマスクを外しても結構です。　ボール集めや会話時は適切な距離を取るかマスク着用をお願いいたします。

・テント下の通路は密集しやすいので、距離を取ってお待ちください。

・シャワーのご利用は、サブハウス側の更衣室でお願いします。(飲食禁止)

・退場時は東ゲートまたは駐車場通路を利用して、クラブハウスは通らないでください。

・健康管理のため雨天予報時は、通常よりレッスンを休講にする場合が増えますのでご了承ください。

※変更事項があり次第

メール配信いたします。

≪感染予防として次の対応をお願いいたします≫

体調管理は万全にお願いいたします。チェックイン時に必ず検温をしてください。(発熱・咳のある方はご遠慮願います)
テニスコート以外はマスクまたはフェースマスクを必ず着用してください。

キッズ(5歳児/年中～年長) 定員8名 50分 一般クラス (平日昼間) 定員8名 90分

ジュニア(小学生)J1～J2 定員8名 60分 一般クラス (平日夜･土日) 定員8、12名 80分

ジュニア(小学生)J3 定員8名 80分 シングルスクラス (水曜夜) 定員6名 80分

ジュニア(中学高校生)J4･J5 定員8名,10名 80分 女子ダブルス専科 (平日昼間) 定員6名 90分¥8,800 ¥11,500
    (LD③④、T2～T5クラス)

¥4,400 ¥10,500

¥6,600 ¥10,500

¥7,700 ¥11,500

■体験受講 ジュニア\500、一般\1,000

◇ジュニアクラスへのご入会
入会金\5,000 \4,400(キッズクラス)

+受講料 \6,600・\7,700(小学生クラス)

\8,800(中高生クラス)

◇一般クラスへのご入会
入会金\5,000 \10,500(一般全クラス)

+受講料 \11,500(シングルス、女子ダブルス専科等)

■ジュニアクラスの編成　 少人数制で丁寧な指導を心がけています。

■ナイター照明を全てLEDライトに変更 地球にやさしく、眼にもやさしい♪

■「延長チケット」の新発行

■受講料(1期/1ｹ月４回分)

香枦園テニスクラブは、皆様のテニスライフをサポートいたします。

同居のご家族間で振替分を互いに使用できる「延長チケット」もご活用ください。(手数料300円)

ナイター照明器具がすべてLEDライトに変更しました。白い色調でコートラインも明確に見えますね。ご期待ください。

8月期末(最終日9/4)の発行分をもって、「譲渡チケット」は廃止いたしました。

ご入会キャンペーン♪ (体験レッスン当日のご入会のみ適用)

◆本キャンペーンは入会翌月の継続を前提としております。入会月だけの場合は既定の料金を頂戴いたします。

定員は各クラスの在籍定員です。

ご自身の振替有効期限を１ケ月延長させる制度は、「延長チケット」として継続いたします。(手数料300円)

①入会金\5,000 無料！

②受講料最大65%OFF(入会月)

ジュニアすべて

一般、特別専科

<入会特典>

¥5,000

¥3,000

名称 対象、レベル 指導内容 時間 開講日

キッズ 幼稚園の年中年長児 各種運動の中でテニスの基礎を覚えます 50分 水・木・金の３日間

J1 小学生初心者 テニスの基本動作を覚えます 60分

J2 小学生の経験者 反復練習で身体の使い方を覚えます 60分

J3 小学生の中級者 試合要素を盛り込み、本格的テニスへ移行 80分 火～日の6日間

J4 中高生の初心者・初級 テニスの基本動作を反復して覚えます 80分

J5 中高生の中級レベル 試合環境でのショットを反復して磨きます 80分

S１ 小～中学生の基礎クラス 基礎能力を高めて、試合への総合的成長 90分 火～金の4日間

S２ 中高生の特訓クラス 徹底的に基礎と反復練習　試合想定の練習 110分 月～金の5日間

☆選手クラスの要項は別途ございます。フロントへお問合せください。

種別

選手
クラス

一般
ジュニア

少人数制

１面8名

2面10名

月～土の６日間

全23クラス

月～土の6日間

全9クラス

クラス定員

２面ｺｰﾁ１名・８名

３面ｺｰﾁ2名・15名

・クラブハウスはチェックインのみ　　　・サブハウスの使用は禁止いたします。

・プレー中に限りマスクを外しても結構です。　ボール集めや会話時は適切な距離を取るかマスク着用をお願いいたします。

・テント下の通路は密集しやすいので、距離を取ってお待ちください。

・シャワーのご利用は、サブハウス側の更衣室でお願いします。(飲食禁止)

・退場時は東ゲートまたは駐車場通路を利用して、クラブハウスは通らないでください。

・健康管理のため雨天予報時は、通常よりレッスンを休講にする場合が増えますのでご了承ください。

※変更事項があり次第

メール配信いたします。

≪感染予防として次の対応をお願いいたします≫

体調管理は万全にお願いいたします。チェックイン時に必ず検温をしてください。(発熱・咳のある方はご遠慮願います)
テニスコート以外はマスクまたはフェースマスクを必ず着用してください。

キッズ(5歳児/年中～年長) 定員8名 50分 一般クラス (平日昼間) 定員8名 90分

ジュニア(小学生)J1～J2 定員8名 60分 一般クラス (平日夜･土日) 定員8、12名 80分

ジュニア(小学生)J3 定員8名 80分 シングルスクラス (水曜夜) 定員6名 80分

ジュニア(中学高校生)J4･J5 定員8名,10名 80分 女子ダブルス専科 (平日昼間) 定員6名 90分¥8,800 ¥11,500
    (LD③④、T2～T5クラス)

¥4,400 ¥10,500

¥6,600 ¥10,500

¥7,700 ¥11,500

■体験受講 ジュニア\500、一般\1,000

◇ジュニアクラスへのご入会
入会金\5,000 \4,400(キッズクラス)

+受講料 \6,600・\7,700(小学生クラス)

\8,800(中高生クラス)

◇一般クラスへのご入会
入会金\5,000 \10,500(一般全クラス)

+受講料 \11,500(シングルス、女子ダブルス専科等)

■ジュニアクラスの編成　 少人数制で丁寧な指導を心がけています。

■ナイター照明を全てLEDライトに変更 地球にやさしく、眼にもやさしい♪

■「延長チケット」の新発行

■受講料(1期/1ｹ月４回分)

香枦園テニスクラブは、皆様のテニスライフをサポートいたします。

同居のご家族間で振替分を互いに使用できる「延長チケット」もご活用ください。(手数料300円)

ナイター照明器具がすべてLEDライトに変更しました。白い色調でコートラインも明確に見えますね。ご期待ください。

8月期末(最終日9/4)の発行分をもって、「譲渡チケット」は廃止いたしました。

ご入会キャンペーン♪ (体験レッスン当日のご入会のみ適用)

◆本キャンペーンは入会翌月の継続を前提としております。入会月だけの場合は既定の料金を頂戴いたします。

定員は各クラスの在籍定員です。

ご自身の振替有効期限を１ケ月延長させる制度は、「延長チケット」として継続いたします。(手数料300円)

①入会金\5,000 無料！

②受講料最大65%OFF(入会月)

ジュニアすべて

一般、特別専科

<入会特典>

¥5,000

¥3,000

名称 対象、レベル 指導内容 時間 開講日

キッズ 幼稚園の年中年長児 各種運動の中でテニスの基礎を覚えます 50分 水・木・金の３日間

J1 小学生初心者 テニスの基本動作を覚えます 60分

J2 小学生の経験者 反復練習で身体の使い方を覚えます 60分

J3 小学生の中級者 試合要素を盛り込み、本格的テニスへ移行 80分 火～日の6日間

J4 中高生の初心者・初級 テニスの基本動作を反復して覚えます 80分

J5 中高生の中級レベル 試合環境でのショットを反復して磨きます 80分

S１ 小～中学生の基礎クラス 基礎能力を高めて、試合への総合的成長 90分 火～金の4日間

S２ 中高生の特訓クラス 徹底的に基礎と反復練習　試合想定の練習 110分 月～金の5日間

☆選手クラスの要項は別途ございます。フロントへお問合せください。

種別

選手
クラス

一般
ジュニア

少人数制

１面8名

2面10名

月～土の６日間

全23クラス

月～土の6日間

全9クラス

クラス定員

２面ｺｰﾁ１名・８名

３面ｺｰﾁ2名・15名

・クラブハウスはチェックインのみ　　　・サブハウスの使用は禁止いたします。

・プレー中に限りマスクを外しても結構です。　ボール集めや会話時は適切な距離を取るかマスク着用をお願いいたします。

・テント下の通路は密集しやすいので、距離を取ってお待ちください。

・シャワーのご利用は、サブハウス側の更衣室でお願いします。(飲食禁止)

・退場時は東ゲートまたは駐車場通路を利用して、クラブハウスは通らないでください。

・健康管理のため雨天予報時は、通常よりレッスンを休講にする場合が増えますのでご了承ください。

※変更事項があり次第

メール配信いたします。

≪感染予防として次の対応をお願いいたします≫

体調管理は万全にお願いいたします。チェックイン時に必ず検温をしてください。(発熱・咳のある方はご遠慮願います)
テニスコート以外はマスクまたはフェースマスクを必ず着用してください。

キッズ(5歳児/年中～年長) 定員8名 50分 一般クラス (平日昼間) 定員8名 90分

ジュニア(小学生)J1～J2 定員8名 60分 一般クラス (平日夜･土日) 定員8、12名 80分

ジュニア(小学生)J3 定員8名 80分 シングルスクラス (水曜夜) 定員6名 80分

ジュニア(中学高校生)J4･J5 定員8名,10名 80分 女子ダブルス専科 (平日昼間) 定員6名 90分¥8,800 ¥11,500
    (LD③④、T2～T5クラス)

¥4,400 ¥10,500

¥6,600 ¥10,500

¥7,700 ¥11,500

■体験受講 ジュニア\500、一般\1,000

◇ジュニアクラスへのご入会
入会金\5,000 \4,400(キッズクラス)

+受講料 \6,600・\7,700(小学生クラス)

\8,800(中高生クラス)

◇一般クラスへのご入会
入会金\5,000 \10,500(一般全クラス)

+受講料 \11,500(シングルス、女子ダブルス専科等)

■ジュニアクラスの編成　 少人数制で丁寧な指導を心がけています。

■ナイター照明を全てLEDライトに変更 地球にやさしく、眼にもやさしい♪

■「延長チケット」の新発行

■受講料(1期/1ｹ月４回分)

香枦園テニスクラブは、皆様のテニスライフをサポートいたします。

同居のご家族間で振替分を互いに使用できる「延長チケット」もご活用ください。(手数料300円)

ナイター照明器具がすべてLEDライトに変更しました。白い色調でコートラインも明確に見えますね。ご期待ください。

8月期末(最終日9/4)の発行分をもって、「譲渡チケット」は廃止いたしました。

ご入会キャンペーン♪ (体験レッスン当日のご入会のみ適用)

◆本キャンペーンは入会翌月の継続を前提としております。入会月だけの場合は既定の料金を頂戴いたします。

定員は各クラスの在籍定員です。

ご自身の振替有効期限を１ケ月延長させる制度は、「延長チケット」として継続いたします。(手数料300円)

①入会金\5,000 無料！

②受講料最大65%OFF(入会月)

ジュニアすべて

一般、特別専科

<入会特典>

¥5,000

¥3,000

名称 対象、レベル 指導内容 時間 開講日

キッズ 幼稚園の年中年長児 各種運動の中でテニスの基礎を覚えます 50分 水・木・金の３日間

J1 小学生初心者 テニスの基本動作を覚えます 60分

J2 小学生の経験者 反復練習で身体の使い方を覚えます 60分

J3 小学生の中級者 試合要素を盛り込み、本格的テニスへ移行 80分 火～日の6日間

J4 中高生の初心者・初級 テニスの基本動作を反復して覚えます 80分

J5 中高生の中級レベル 試合環境でのショットを反復して磨きます 80分

S１ 小～中学生の基礎クラス 基礎能力を高めて、試合への総合的成長 90分 火～金の4日間

S２ 中高生の特訓クラス 徹底的に基礎と反復練習　試合想定の練習 110分 月～金の5日間

☆選手クラスの要項は別途ございます。フロントへお問合せください。

種別

選手
クラス

一般
ジュニア

少人数制

１面8名

2面10名

月～土の６日間

全23クラス

月～土の6日間

全9クラス

クラス定員

２面ｺｰﾁ１名・８名

３面ｺｰﾁ2名・15名

・クラブハウスはチェックインのみ　　　・サブハウスの使用は禁止いたします。

・プレー中に限りマスクを外しても結構です。　ボール集めや会話時は適切な距離を取るかマスク着用をお願いいたします。

・テント下の通路は密集しやすいので、距離を取ってお待ちください。

・シャワーのご利用は、サブハウス側の更衣室でお願いします。(飲食禁止)

・退場時は東ゲートまたは駐車場通路を利用して、クラブハウスは通らないでください。

・健康管理のため雨天予報時は、通常よりレッスンを休講にする場合が増えますのでご了承ください。

※変更事項があり次第

メール配信いたします。

≪感染予防として次の対応をお願いいたします≫

体調管理は万全にお願いいたします。チェックイン時に必ず検温をしてください。(発熱・咳のある方はご遠慮願います)
テニスコート以外はマスクまたはフェースマスクを必ず着用してください。

キッズ(5歳児/年中～年長) 定員8名 50分 一般クラス (平日昼間) 定員8名 90分

ジュニア(小学生)J1～J2 定員8名 60分 一般クラス (平日夜･土日) 定員8、12名 80分

ジュニア(小学生)J3 定員8名 80分 シングルスクラス (水曜夜) 定員6名 80分

ジュニア(中学高校生)J4･J5 定員8名,10名 80分 女子ダブルス専科 (平日昼間) 定員6名 90分¥8,800 ¥11,500
    (LD③④、T2～T5クラス)

¥4,400 ¥10,500

¥6,600 ¥10,500

¥7,700 ¥11,500

■体験受講 ジュニア\500、一般\1,000

◇ジュニアクラスへのご入会
入会金\5,000 \4,400(キッズクラス)

+受講料 \6,600・\7,700(小学生クラス)

\8,800(中高生クラス)

◇一般クラスへのご入会
入会金\5,000 \10,500(一般全クラス)

+受講料 \11,500(シングルス、女子ダブルス専科等)

■ジュニアクラスの編成　 少人数制で丁寧な指導を心がけています。

■ナイター照明を全てLEDライトに変更 地球にやさしく、眼にもやさしい♪

■「延長チケット」の新発行

■受講料(1期/1ｹ月４回分)

香枦園テニスクラブは、皆様のテニスライフをサポートいたします。

同居のご家族間で振替分を互いに使用できる「延長チケット」もご活用ください。(手数料300円)

ナイター照明器具がすべてLEDライトに変更しました。白い色調でコートラインも明確に見えますね。ご期待ください。

8月期末(最終日9/4)の発行分をもって、「譲渡チケット」は廃止いたしました。

ご入会キャンペーン♪ (体験レッスン当日のご入会のみ適用)

◆本キャンペーンは入会翌月の継続を前提としております。入会月だけの場合は既定の料金を頂戴いたします。

定員は各クラスの在籍定員です。

ご自身の振替有効期限を１ケ月延長させる制度は、「延長チケット」として継続いたします。(手数料300円)

①入会金\5,000 無料！

②受講料最大65%OFF(入会月)

ジュニアすべて

一般、特別専科

<入会特典>

¥5,000

¥3,000

名称 対象、レベル 指導内容 時間 開講日

キッズ 幼稚園の年中年長児 各種運動の中でテニスの基礎を覚えます 50分 水・木・金の３日間

J1 小学生初心者 テニスの基本動作を覚えます 60分

J2 小学生の経験者 反復練習で身体の使い方を覚えます 60分

J3 小学生の中級者 試合要素を盛り込み、本格的テニスへ移行 80分 火～日の6日間

J4 中高生の初心者・初級 テニスの基本動作を反復して覚えます 80分

J5 中高生の中級レベル 試合環境でのショットを反復して磨きます 80分

S１ 小～中学生の基礎クラス 基礎能力を高めて、試合への総合的成長 90分 火～金の4日間

S２ 中高生の特訓クラス 徹底的に基礎と反復練習　試合想定の練習 110分 月～金の5日間

☆選手クラスの要項は別途ございます。フロントへお問合せください。

種別

選手
クラス

一般
ジュニア

少人数制

１面8名

2面10名

月～土の６日間

全23クラス

月～土の6日間

全9クラス

クラス定員

２面ｺｰﾁ１名・８名

３面ｺｰﾁ2名・15名

・クラブハウスはチェックインのみ　　　・サブハウスの使用は禁止いたします。

・プレー中に限りマスクを外しても結構です。　ボール集めや会話時は適切な距離を取るかマスク着用をお願いいたします。

・テント下の通路は密集しやすいので、距離を取ってお待ちください。

・シャワーのご利用は、サブハウス側の更衣室でお願いします。(飲食禁止)

・退場時は東ゲートまたは駐車場通路を利用して、クラブハウスは通らないでください。

・健康管理のため雨天予報時は、通常よりレッスンを休講にする場合が増えますのでご了承ください。

※変更事項があり次第

メール配信いたします。

≪感染予防として次の対応をお願いいたします≫

体調管理は万全にお願いいたします。チェックイン時に必ず検温をしてください。(発熱・咳のある方はご遠慮願います)
テニスコート以外はマスクまたはフェースマスクを必ず着用してください。

キッズ(5歳児/年中～年長) 定員8名 50分 一般クラス (平日昼間) 定員8名 90分

ジュニア(小学生)J1～J2 定員8名 60分 一般クラス (平日夜･土日) 定員8、12名 80分

ジュニア(小学生)J3 定員8名 80分 シングルスクラス (水曜夜) 定員6名 80分

ジュニア(中学高校生)J4･J5 定員8名,10名 80分 女子ダブルス専科 (平日昼間) 定員6名 90分¥8,800 ¥11,500
    (LD③④、T2～T5クラス)

¥4,400 ¥10,500

¥6,600 ¥10,500

¥7,700 ¥11,500

■体験受講 ジュニア\500、一般\1,000

◇ジュニアクラスへのご入会
入会金\5,000 \4,400(キッズクラス)

+受講料 \6,600・\7,700(小学生クラス)

\8,800(中高生クラス)

◇一般クラスへのご入会
入会金\5,000 \10,500(一般全クラス)

+受講料 \11,500(シングルス、女子ダブルス専科等)

■ジュニアクラスの編成　 少人数制で丁寧な指導を心がけています。

■ナイター照明を全てLEDライトに変更 地球にやさしく、眼にもやさしい♪

■「延長チケット」の新発行

■受講料(1期/1ｹ月４回分)

香枦園テニスクラブは、皆様のテニスライフをサポートいたします。

同居のご家族間で振替分を互いに使用できる「延長チケット」もご活用ください。(手数料300円)

ナイター照明器具がすべてLEDライトに変更しました。白い色調でコートラインも明確に見えますね。ご期待ください。

8月期末(最終日9/4)の発行分をもって、「譲渡チケット」は廃止いたしました。

ご入会キャンペーン♪ (体験レッスン当日のご入会のみ適用)

◆本キャンペーンは入会翌月の継続を前提としております。入会月だけの場合は既定の料金を頂戴いたします。

定員は各クラスの在籍定員です。

ご自身の振替有効期限を１ケ月延長させる制度は、「延長チケット」として継続いたします。(手数料300円)

①入会金\5,000 無料！

②受講料最大65%OFF(入会月)

ジュニアすべて

一般、特別専科

<入会特典>

¥5,000

¥3,000

名称 対象、レベル 指導内容 時間 開講日

キッズ 幼稚園の年中年長児 各種運動の中でテニスの基礎を覚えます 50分 水・木・金の３日間

J1 小学生初心者 テニスの基本動作を覚えます 60分

J2 小学生の経験者 反復練習で身体の使い方を覚えます 60分

J3 小学生の中級者 試合要素を盛り込み、本格的テニスへ移行 80分 火～日の6日間

J4 中高生の初心者・初級 テニスの基本動作を反復して覚えます 80分

J5 中高生の中級レベル 試合環境でのショットを反復して磨きます 80分

S１ 小～中学生の基礎クラス 基礎能力を高めて、試合への総合的成長 90分 火～金の4日間

S２ 中高生の特訓クラス 徹底的に基礎と反復練習　試合想定の練習 110分 月～金の5日間

☆選手クラスの要項は別途ございます。フロントへお問合せください。

種別

選手
クラス

一般
ジュニア

少人数制

１面8名

2面10名

月～土の６日間

全23クラス

月～土の6日間

全9クラス

クラス定員

２面ｺｰﾁ１名・８名

３面ｺｰﾁ2名・15名

・クラブハウスはチェックインのみ　　　・サブハウスの使用は禁止いたします。

・プレー中に限りマスクを外しても結構です。　ボール集めや会話時は適切な距離を取るかマスク着用をお願いいたします。

・テント下の通路は密集しやすいので、距離を取ってお待ちください。

・シャワーのご利用は、サブハウス側の更衣室でお願いします。(飲食禁止)

・退場時は東ゲートまたは駐車場通路を利用して、クラブハウスは通らないでください。

・健康管理のため雨天予報時は、通常よりレッスンを休講にする場合が増えますのでご了承ください。

※変更事項があり次第

メール配信いたします。

≪感染予防として次の対応をお願いいたします≫

体調管理は万全にお願いいたします。チェックイン時に必ず検温をしてください。(発熱・咳のある方はご遠慮願います)
テニスコート以外はマスクまたはフェースマスクを必ず着用してください。

キッズ(5歳児/年中～年長) 定員8名 50分 一般クラス (平日昼間) 定員8名 90分

ジュニア(小学生)J1～J2 定員8名 60分 一般クラス (平日夜･土日) 定員8、12名 80分

ジュニア(小学生)J3 定員8名 80分 シングルスクラス (水曜夜) 定員6名 80分

ジュニア(中学高校生)J4･J5 定員8名,10名 80分 女子ダブルス専科 (平日昼間) 定員6名 90分¥8,800 ¥11,500
    (LD③④、T2～T5クラス)

¥4,400 ¥10,500

¥6,600 ¥10,500

¥7,700 ¥11,500

■体験受講 ジュニア\500、一般\1,000

◇ジュニアクラスへのご入会
入会金\5,000 \4,400(キッズクラス)

+受講料 \6,600・\7,700(小学生クラス)

\8,800(中高生クラス)

◇一般クラスへのご入会
入会金\5,000 \10,500(一般全クラス)

+受講料 \11,500(シングルス、女子ダブルス専科等)

■ジュニアクラスの編成　 少人数制で丁寧な指導を心がけています。

■ナイター照明を全てLEDライトに変更 地球にやさしく、眼にもやさしい♪

■「延長チケット」の新発行

■受講料(1期/1ｹ月４回分)

香枦園テニスクラブは、皆様のテニスライフをサポートいたします。

同居のご家族間で振替分を互いに使用できる「延長チケット」もご活用ください。(手数料300円)

ナイター照明器具がすべてLEDライトに変更しました。白い色調でコートラインも明確に見えますね。ご期待ください。

8月期末(最終日9/4)の発行分をもって、「譲渡チケット」は廃止いたしました。

ご入会キャンペーン♪ (体験レッスン当日のご入会のみ適用)

◆本キャンペーンは入会翌月の継続を前提としております。入会月だけの場合は既定の料金を頂戴いたします。

定員は各クラスの在籍定員です。

ご自身の振替有効期限を１ケ月延長させる制度は、「延長チケット」として継続いたします。(手数料300円)

①入会金\5,000 無料！

②受講料最大65%OFF(入会月)

ジュニアすべて

一般、特別専科

<入会特典>

¥5,000

¥3,000

名称 対象、レベル 指導内容 時間 開講日

キッズ 幼稚園の年中年長児 各種運動の中でテニスの基礎を覚えます 50分 水・木・金の３日間

J1 小学生初心者 テニスの基本動作を覚えます 60分

J2 小学生の経験者 反復練習で身体の使い方を覚えます 60分

J3 小学生の中級者 試合要素を盛り込み、本格的テニスへ移行 80分 火～日の6日間

J4 中高生の初心者・初級 テニスの基本動作を反復して覚えます 80分

J5 中高生の中級レベル 試合環境でのショットを反復して磨きます 80分

S１ 小～中学生の基礎クラス 基礎能力を高めて、試合への総合的成長 90分 火～金の4日間

S２ 中高生の特訓クラス 徹底的に基礎と反復練習　試合想定の練習 110分 月～金の5日間

☆選手クラスの要項は別途ございます。フロントへお問合せください。

種別

選手
クラス

一般
ジュニア

少人数制

１面8名

2面10名

月～土の６日間

全23クラス

月～土の6日間

全9クラス

クラス定員

２面ｺｰﾁ１名・８名

３面ｺｰﾁ2名・15名

・クラブハウスはチェックインのみ　　　・サブハウスの使用は禁止いたします。

・プレー中に限りマスクを外しても結構です。　ボール集めや会話時は適切な距離を取るかマスク着用をお願いいたします。

・テント下の通路は密集しやすいので、距離を取ってお待ちください。

・シャワーのご利用は、サブハウス側の更衣室でお願いします。(飲食禁止)

・退場時は東ゲートまたは駐車場通路を利用して、クラブハウスは通らないでください。

・健康管理のため雨天予報時は、通常よりレッスンを休講にする場合が増えますのでご了承ください。

※変更事項があり次第

メール配信いたします。

≪感染予防として次の対応をお願いいたします≫

体調管理は万全にお願いいたします。チェックイン時に必ず検温をしてください。(発熱・咳のある方はご遠慮願います)
テニスコート以外はマスクまたはフェースマスクを必ず着用してください。

キッズ(5歳児/年中～年長) 定員8名 50分 一般クラス (平日昼間) 定員8名 90分

ジュニア(小学生)J1～J2 定員8名 60分 一般クラス (平日夜･土日) 定員8、12名 80分

ジュニア(小学生)J3 定員8名 80分 シングルスクラス (水曜夜) 定員6名 80分

ジュニア(中学高校生)J4･J5 定員8名,10名 80分 女子ダブルス専科 (平日昼間) 定員6名 90分¥8,800 ¥11,500
    (LD③④、T2～T5クラス)

¥4,400 ¥10,500

¥6,600 ¥10,500

¥7,700 ¥11,500

■体験受講 ジュニア\500、一般\1,000

◇ジュニアクラスへのご入会
入会金\5,000 \4,400(キッズクラス)

+受講料 \6,600・\7,700(小学生クラス)

\8,800(中高生クラス)

◇一般クラスへのご入会
入会金\5,000 \10,500(一般全クラス)

+受講料 \11,500(シングルス、女子ダブルス専科等)

■ジュニアクラスの編成　 少人数制で丁寧な指導を心がけています。

■ナイター照明を全てLEDライトに変更 地球にやさしく、眼にもやさしい♪

■「延長チケット」の新発行

■受講料(1期/1ｹ月４回分)

香枦園テニスクラブは、皆様のテニスライフをサポートいたします。

同居のご家族間で振替分を互いに使用できる「延長チケット」もご活用ください。(手数料300円)

ナイター照明器具がすべてLEDライトに変更しました。白い色調でコートラインも明確に見えますね。ご期待ください。

8月期末(最終日9/4)の発行分をもって、「譲渡チケット」は廃止いたしました。

ご入会キャンペーン♪ (体験レッスン当日のご入会のみ適用)

◆本キャンペーンは入会翌月の継続を前提としております。入会月だけの場合は既定の料金を頂戴いたします。

定員は各クラスの在籍定員です。

ご自身の振替有効期限を１ケ月延長させる制度は、「延長チケット」として継続いたします。(手数料300円)

①入会金\5,000 無料！

②受講料最大65%OFF(入会月)

ジュニアすべて

一般、特別専科

<入会特典>

¥5,000

¥3,000

名称 対象、レベル 指導内容 時間 開講日

キッズ 幼稚園の年中年長児 各種運動の中でテニスの基礎を覚えます 50分 水・木・金の３日間

J1 小学生初心者 テニスの基本動作を覚えます 60分

J2 小学生の経験者 反復練習で身体の使い方を覚えます 60分

J3 小学生の中級者 試合要素を盛り込み、本格的テニスへ移行 80分 火～日の6日間

J4 中高生の初心者・初級 テニスの基本動作を反復して覚えます 80分

J5 中高生の中級レベル 試合環境でのショットを反復して磨きます 80分

S１ 小～中学生の基礎クラス 基礎能力を高めて、試合への総合的成長 90分 火～金の4日間

S２ 中高生の特訓クラス 徹底的に基礎と反復練習　試合想定の練習 110分 月～金の5日間
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