INFORMATION 2018年 3月
●スクールスケジュール

●スクールスケジュール

●キッズ・ジュニア応援企画

●新コーチの紹介

●おはよう親子テニス＆体操教室

～休講日には、特別レッスン開催!! 裏面をご覧ください～

●3月キャンペーン予定

●3月特別レッスン（裏面）

3/31（土）の特別レッスンも担当しますので、是非ご参加ください！

●新コーチのご紹介

3月度：3/1（木）～3/28(水)
休講日：3/29（木）～3/31（土） ※3/30（金）、3/31（土）特別レッスン開催

大きな声で個々の方が必要としている技術や知識
のレベルアップのお手伝いをさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

4月度：4/1 (日）～4/28(土)
休講日：4/29（日）～4/30（月） ※4/29（日）、4/30（月）特別レッスン予定

5月度：5/6 (日）～6/ 2(土)
休講日：5/1（火）～5/5（土）

※5/1（火）～5/5（土）特別レッスン予定

※3/29（木）は、休館日となりますので、フロント営業もお休みとなります。
黒澤 弘之コーチ
●キッズ・ジュニア応援企画

～3/16（金）より受付開始～

①4月・5月限定開講 フリークラス企画

※限定30名

●おはよう親子テニス＆体操教室

スケジュールが大きく変わる新学期、固定でクラスがきめられない・・・

～テニスを始めるきっかけにいかがですか？～

お子様が運動が好きになるきっかけ作りに、お一人でレッスンに1人で入るのが難しいお子様の為に・・・

そんな、キッズ、ジュニアの方には、フリークラスをお奨めします。
ひと月4回をどのクラス（同じレベルか、ひとつ下のレベル）でも受講できます。
※フリークラスをお申込されますと、現在籍クラスからお名前を外させて頂きます。

【内容】 ①11：00～子供体操教室（大人の方は見学となります）フィットネスルーム使用
②12：00～親子でテニス（親子で一緒にラリーやゲームを行います）

②4月限定 進学おめでとう！レッスン受け放題企画
4月から、新小学1年生・新中学1年生・新高校1年生のみんなに、4月限定でレッスン受け放題をプレゼント！
1ヶ月間、どのクラス（同じレベルか、ひとつ下のレベル）でも受講が可能です。
必ず、進学したことを申告をして在籍クラスを設定してください。（2018年4月のみ対象）
※ただし、平日在籍者が土日に受講する場合には、差額1レッスンにつき￥350をいただきます。

③4月・5月限定 上達応援企画

東急あざみ野テニスガーデン、ユニバーサルテニススクール川崎のヘッド
コーチを経て、4月より昭和の森でレッスンをいたします。
コーチ暦○○年の大ベテランです！（本人に聞いてみてください！）
どのレッスンを担当するかはお楽しみに・・・

※親子テニスは、大人も子供も楽しめるようにコーチがサポート。体操教室はトレーナーが指導します。

【対象】 テニスがしたいかたならOK（お子様は満4歳～小3まで）初心者歓迎！
※お子様と保護者様での参加となります
※運動ができる服装でお越しください
【料金】 ￥2,500/1家族 （家族2名での金額になります。1名増えるごとに￥1,080プラスになります）

※限定10名

現在のクラスよりもう1クラス増やすと・・・その月は、レッスン受け放題をプレゼント！（2018年4月・5月のみ対象）
ご存知ですか？キッズ・ジュニアクラスは、2クラス目以降は、￥4,320引きとなります！下記の表をご覧ください。
※口座振替による納入が可能になってから、割引の対象となります。現金入金の場合は適応外となります。

クラス

料金（週2回）

クラス

料金（週2回）

キッズ（平日＋平日）

￥7,560

ジュニア（平日＋平日）

￥13,400

キッズ（平日＋土日）

￥8,850

ジュニア（平日＋土日）

￥14,690

キッズ（土日＋土日）

￥10,140

ジュニア（土日＋土日）

￥15,980

昭和の森テニス部

￥19,680

【日時】

3月4日(日) 11:00～13:00、3月11日(日) 11:00～13:00、3月18日(日) 11:00～13:00
3月25日(日)11:00～13:00 、4月1日(日) 11:00～13:00、 4月8日(日) 11:00～13:00
4月15日(日)11:00～13:00 、4月22日(日)11:00～13:00

●3月キャンペーン予定

～詳細は後日別紙にてご案内いたします～

YONEXラケットキャンペーン 日程：3/1（木）～3/21（水）開催
特典： ①本体20％OFF
②ガットサービス
③張り代サービス
※さらに、先着5名様にYONEX タオルを先着5名様にプレゼント！
ストリングスキャンペーン開催予定！
日程：3/10（土）～3/28（水）開催
取り扱いメーカー

①テクニファイバー

②ソリンコ

お申込み・お問い合わせは…
昭和の森テニススクールフロント迄

TEL:042-546-3055

★3月特別レッスン
レッスン

早朝シングルス練習会
ニューフェイス
黒澤コーチによる
ストローク特訓
2時間総合パーフェクト

ショット別強化レッスン

3/9（金）～ご予約を受付致します。
料金・定員
料金：¥2,160

内容

3/30（金）

3/31（土）
●7：00～9：00
中級1～上級：浜口

定員：各12名 少人数設定のシングルス練習会です。

料金：¥3,780 定員：10名

●11：00～13：00
初級～中級1:黒澤

バランスボールを使ってストロークを強化します！

基本が出来ていると出来ていないとでは上達のス
料金：¥4,320 定員：各10名 ピードが違います。２時間で徹底的に基本を身に
※振替受講可 差額￥1,500 付けていきます。「基本が崩れているかも？」とい
う方にもおススメです。

料金¥2,430

定員：各6名

●9：00～11：00
①初・初中：小野

●10：00～11：00
①フォアハンドストローク：片桐 ②バックハンドストローク：追川
ボール出しで徹底的にショットレッスン。レベルは ●11：00～12：00
どなたでも受講できます。
①サーブ：片桐 ②リターン：追川
●12：00～13：00
①スライス（ストローク）：片桐 ②ボレー：大川

実業団昭和の森チームに
挑戦！

ラリー＆ゲーム
レッスン

キッズ無料教室
ジュニアみっちりラリー
オレンジボール

小林・追川・千田
1名でもグループでもＯＫです。家族や、お友達み ●13：00～13：30 ●13：30～14：00 ●14：00～14：30
定員：1～3名
んなで30分間コーチを独り占めできます。
小林・追川
●14：30～15：00

料金¥4,320

料金¥4,860

定員：20名

料金・定員
無料

定員：14名

プチプライベートレッスン

チャレンジジュニア
※インドアカーペットコート

3/30（金）

3/31（土）
●10：00～11：00
KS、KR

みんなで楽しくテニスをしましょう！

料金：￥1,620

●9：00～11：00（2面）
JO入門～JO中級：千田

料金：￥1,620

3面で20名までのラリー練習中心！
定員：20名 少人数のみっちりラリー練習で沢山ラリーをしま
しょう。

●15：00～17：00（3面）
JG上級～JY上級：乙部、川上

イエローボール
ルーキーズチャレンジに
向けてのゲーム練習会

初～中級1 千田・南
中級2～上級 小林・追川・千田・南

2面で10名までのラリー練習中心！
定員：10名 少人数のみっちりラリー練習で沢山ラリーをしま
しょう。

ジュニアみっちりラリー
グリーンボール

内容

中3～上級：追川
中級1.2：石井

石井
●11：00～11：30●11：30～12：00 ●12：00～12：30●12：30～13：00
川上
●13：00～13：30●13：30～14：00 ●14：00～14：30●14：30～15：00
●11：00～13：00
●15：00～17：00

男子実業団メンバーとラリーやゲームを楽しみま
しょう。

●17：00～19：00
①JO入門～JO中級：乙部

ルーキーズチャレンジに向けて、集まったメンバー
で、沢山ゲームを練習しましょう！

料金：1,620

定員：各12名

料金¥4,320

小林・追川・千田
1名でもグループでもＯＫです。家族や、お友達み ●13：00～13：30●13：30～14：00 ●14：00～14：30
定員：1～3名
んなで30分間コーチを独り占めできます。
小林・追川
●14：30～15：00

料金¥3,240

③中3～上級：追川

●13：00～14：00
①フォアハンドストローク：池田 ②バックハンドストローク：南
③サーブ：小野
●14：00～15：00
①スライス（ストローク）：小野 ②ボレー：南 ③リターン：池田
●11：00～13：00（2面）
●13：00～15：00（2面）

2面で10名までの少人数で、クロスラリー・ボレー
2時間みっちり少人数ラリー 料金：¥4,860 定員：各10名 ストロークを中心に、みっちりラリーしましょう

プチプライベートレッスン

②中1.2：浜口

●9：00～13：00 パンプキン（JO入門～JO中級）
日頃、練習していることを試そう!!
●15：00～19：00 マロン（JY初級～JY中級）
試合(ゲーム)を覚えて、テニスというスポーツを学 ●15：00～19：00 メロン（JG上級、JY初級）
んでいきます。
●16：30～18：00 ストロベリー（KS,KR,JO入門）

石井
川上

②JG上級～JY中級：小林

●11：00～11：30●11：30～12：00
●12：00～12：30●12：30～13：00
●13：00～13：30●13：30～14：00
●14：00～14：30●14：30～15：00

定員：16名
定員：8名
定員8名
定員：12名

特別レッスンについて・・・
○ご予約の少ないレッスンは、レッスン日の3日前に一度締めさせて頂きます。（人数によっては、不成立になったり、合同になる場合もございます。
○コーチが急に変更になる場合もございます。
○レッスン日の3日前からのキャンセルは、キャンセル料（100％）を頂きます。

スクールWEBシステムからのご予約方法
《特別レッスン》 → 《新たなレッスンのお申込みはこちら》 → 《ご希望のレッスン名の選択》 → 《お支払い方法の選択》 → 《申込》

ご予約完了!!

お申込み・お問い合わせは…
昭和の森テニススクールフロント迄

TEL:042-546-3055

