
 

 

 

 

【 料金 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 レベル 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 特典 】 

・当クラブプロショップでのお買い物が１０％ＯＦＦでご利用頂けます。 

・併設レストラン「ポセイドン」でのお食事が１０％ＯＦＦでご利用頂けます。 

≪紹介特典もあります≫  お友達やご家族をお誘い下さい！！ 

・ご紹介者の方→ ＪＡＣ商品券２，０００円分ププレゼント！ 

・ご入会者の方→ ＪＡＣ商品券１，０００円分ププレゼント！       
  （ご入会の方は体験を受講すると入会金も割引に！！） 

 

 

ジョイフルアスレティッククラブ土浦 

０２９－８４２－８８２３ 

アウトドアスクール 内容
キッズ

（４歳～未就学児）
（初心）

未就学児のお子様を対象に、ボールとラケットを使い楽しく遊びながら
テニスの技術を身につけ、基礎運動能力を高めます。

ビギナー１
（小学生～中学生）

（初級）

小・中学生を対象に、テニスの基本フォームを学びテニスに関する基
礎運動能力を身につけるクラスです。

ビギナー２
（小学生～中学生）

（初中級）

小・中学生を対象に、基本フォームを崩さずボールの弾み方を覚え簡
単な試合が出来るように指導するクラスです。

Ｊラリー
（小学生～中学生）

（中級）

小・中学生を対象に、ラリーを出来るようにするクラスで試合のやり方
やポイントの数え方を身に付けるクラスです。

Ｊマスター
（小学生～中学生）

（中上級）

小・中学生を対象に、対外試合に出場することを目的としたクラスで試
合のマナーやテニスに関するすべての技術習得を目指します。

時間 クラス コーチ クラス コーチ クラス コーチ クラス コーチ クラス コーチ 時間 クラス コーチ クラス コーチ

16:00～ キッズ 上野 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 小原 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 世永 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 齋藤 キッズ 廣瀬 9:00～ ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 杉田 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 齋藤

17:00 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 世永 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 小原 10:00 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 上野 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 知久

ラリー 樽井 ラリー 露村

17:00～ ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 世永 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 小原 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 世永 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 財部 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 小原

18:00 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 上野 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 廣瀬 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 上野 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 樽井 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 樽井

ラリー 樽井 ラリー 露村 ラリー 樽井 ラリー 廣瀬 ラリー 上野

18:00～ ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 上野 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 大川 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 露村 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 中西 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 廣瀬

19:00 マスター 露村 マスター 上野 ラリー 財部 ラリー 伊藤

マスター 樽井

水 木 金 土 日月 火



【 スクールカレンダー 】 

18年 1月 月 火 水 木 金 土 日 

１週目 ８ ９ １０ ４ ５ ６ ７ 

２週目 １５ １６ １７ １１ １２ １３ １４ 

３週目 ２２ ２３ ２４ １８ １９ ２０ ２１ 

４週目 ２９ ３０ ３１ ２５ ２６ ２７ ２８ 
*１/８(月)は祝日の為、スクールはお休みとなります。振替でお取り下さい。 

*１/１１（木）は休館日の為、スクールはお休みとなります。振替でお取り下さい。 

*２月からのクラス変更届・休会届・退会届は１/３１(水)までとなります。 

18年 2月 月 火 水 木 金 土 日 

１週目 ５ ６ ７ １ ２ ３ ４ 

２週目 １２ １３ １４ ８ ９ １０ １１ 

３週目 １９ ２０ ２１ １５ １６ １７ １８ 

４週目 ２６ ２７ ２８ ２２ ２３ ２４ ２５ 
*２/１１(日)は休館日の為、スクールはお休みとなります。振替でお取り下さい。 

*２/１２(月)は祝日の為、スクールはお休みとなります。振替でお取り下さい。 

*３月からのクラス変更届・休会届・退会届は２/２８(水)までとなります。 

【 出席、振替について 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 クラススケジュール 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 クラス コーチ クラス コーチ クラス コーチ クラス コーチ クラス コーチ 時間 クラス コーチ クラス コーチ

16:00～ キッズ 上野 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 小原 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 世永 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 齋藤 キッズ 廣瀬 9:00～ ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 杉田 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 齋藤

17:00 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 世永 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 小原 10:00 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 上野 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 知久

ラリー 樽井 ラリー 露村

17:00～ ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 世永 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 小原 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 世永 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 財部 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 小原

18:00 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 上野 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 廣瀬 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 上野 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 樽井 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 樽井

ラリー 樽井 ラリー 露村 ラリー 樽井 ラリー 廣瀬 ラリー 上野

18:00～ ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 上野 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 大川 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 露村 ﾋﾞｷﾞﾅｰ2 中西 ﾋﾞｷﾞﾅｰ1 廣瀬

19:00 マスター 露村 マスター 上野 ラリー 財部 ラリー 伊藤

マスター 樽井

水 木 金 土 日月 火

中学生以上のお子様には･･･中高生クラス、ソフトテニスクラス（中学生のみが対象）をお勧めいたします！！ 

●中高生クラス   （既に開講中）   月曜日・木曜日 19：00～20：30（90分ｸﾗｽ） 月会費：9,180円  

●ソフトテニスクラス（大好評開講中）  月曜日     17：30～19：00（90分ｸﾗｽ） 月会費：8,640円 

月曜日・木曜日 19：00～20：30（90分ｸﾗｽ）   

土曜日     18：00～19：30（90分ｸﾗｽ）   

                 日曜日     17：00～18：30（90分ｸﾗｽ） 

 

・ 出席について、スクールの進行、技術の習得、安全面等から、遅刻・早退にはご注意ください。ご理解とご協力をお願い致します。

・ 日程上の祭日・休館日はスクールはお休みとなります。振替にてご受講下さい。

・ 雨天等によりコートコンディションが悪い場合スクールは中止となります。振替にてご受講下さい。

・ 中止の決定は１時間前（9時クラスのみ３０分前）を目安に行います。お手数ですがお電話、又はウェブにてご確認下さい。

・ お客様のご都合によるお休みが月に一度、振替となります。

・ 振替を取得できる期限は翌々月までとなります。お早めにご受講下さい。

（雨天など月に２回以上中止となった場合は期限は１ヶ月延長となります。）

・ 振替を取得する場合はフロントでご予約下さい。お電話でもご予約頂けます。

・ 予約の取り消し、変更はスクール前日まで受け付けます。

・ ご連絡のない振替欠席は振替を消化したことになりますのでご注意下さい。

雨天中止情報のパソコンでのご確認は 

  http://www.joyful-athleticclub.co.jp/ 

上記のアドレスからトップページ内「代行・テニス    

雨天中止情報」をクリックして下さい。 

携帯電話でのアクセスはこちらからどうぞ⇒ 

 

http://www.joyful-athleticclub.co.jp/

