INFORMATION 2018年 4月
●スクールスケジュール ●昭和の森ショップからのお知らせ

●テニスユニバースイベント企画

●スクールスケジュール ～休講日には特別レッスン開催!裏面をご覧ください～
4月度：4/1 (日）～4/28(土)

休講日：4/29（日）～4/30（月）

5月度：5/6 (日）～6/ 2(土)

休講日：5/1（火）～5/5（土）

●昭和の森ショップからのお知らせ
①CW-X特別販売 4/27（金）まで 定価より10％OFFセール中！
CW-Xとは・・・「テーピング原理をタイツに組み込む」という発想で、コンディション
を整え、運動時の筋肉疲労を軽減し、動きやすくする為に開発されました。スポーツ
はもちろん、仕事や趣味、家事などカラダを動かすあらゆるシーンで着用いただけま
す。クラブハウス2Fショップにて販売中。試着もご用意してあります。

5/7（月）~5/27（日）

①定価より20％OFF ②サービスガット付き ③張り代サービス
④グリップテープ
詳細はフロントまでお問合せください！

★キッズ・ジュニア ゴールデンウィーク 特別レッスン
レッスン

ルーキーズゲーム練習会

内容

料金：￥1,620

2時間まるまるゲームを
沢山しましょう！

ジュニア強化練習会

休みの日に練習して、
ライバルに差をつけよう！

チャレンジジュニア
料金¥3,240

親子テニス教室
料金¥4,320 定員：10家族

●キッズ・ジュニアGW特別レッスン

●GWソフトテニス特別講習会

●TU（テニスユニバース）イベント企画
①第1回ふるさと企画 中国地方にゆかりのある方と一緒にテニスレッスン
広島出身『出口コーチ』（大正セントラル新宿所属）、山口出身『木本コーチ』（大正
セントラル新宿所属）など、中国地方出身のコーチがレッスンを担当いたします。地
方トークで盛り上がろう！※親睦会までご参加となります。

6月度：6/3 (日）～6/30(土)

②HEAD&スリクソン ラケットキャンペーン

●テニスユニバース男子実業団

【日程】 4/29（日）15：00～17：00 親睦会18：00～2時間程度
【場所】 昭和の森テニスセンター インドアコート
【料金】 テニス￥4,000 親睦会￥4,500 定員：16名（最小催行8名）

②GWみっちりテニス合宿at昭和の森 担当：川崎プロ、吉住トレーナー
【日程】5/3（木・祝）～5/4（金・祝） 【場所】昭和の森テニスセンター
【料金】￥33,000（宿泊）1泊朝食のみ（夕食は各自） ￥20,000（日帰り）
【定員】宿泊枠10名様 日帰り枠6名様
【スケジュール】5/3（木・祝）13：00～18：00 テニスレッスン※インドアコート
5/4（金・祝） 7：00～ 8：00 朝練（自由参加）※アウトコート
8：00～13：00 テニスレッスン※インドアコート
お申込みは・・・テニスユニバース開発企画室 TEL042-483-9321

●TUルーキーズチャレンジ2018

裏面●GW特別レッスン

●テニスユニバース男子実業団
東京都1部春季リーグ日程が一部決まりました！
☆テニスユニバースチーム（比嘉・上杉、羽生沢、川上・工藤・榊原）
【日時】4/ 8（日）9：00～ 【対戦】東京海上日動 【場所】多摩総合グランド
【日時】4/15（日）9：00～ 【対戦】ワールド航空 【場所】世田谷
【日時】4/22（日）9：00～ 【対戦】日本郵船
【場所】飛田給コート
【日時】4/30（祝）9：00～ 【対戦】みずほフィナンシャル【場所】昭和の森デコターフ
決勝大会・・・5/26（土）8：50～ゆうぽうと

☆昭和の森チーム（小林・千田・南・辻岡・南）
【日時】4/ 8（日） 9：00～ 【対戦】三菱マテリアル
【日時】4/21（土）17：00～ 【対戦】エームサービス
【日時】4/22（日）18：00～ 【対戦】三井住友FG
【日時】4/28（土） 9：00～ 【対戦】日本紙通商
決勝大会・・・5/26（土）8：50～ゆうぽうと

【場所】新埼玉副都心
【場所】昭和の森デコターフ
【場所】 昭和の森デコターフ
【場所】昭和の森アウトコート

決勝大会までいけるよう、メンバー一丸となって頑張りますので、応援お願いします

4/15（日）～ご予約を受付致します。

4/29（日）昭和の日

4/30（月）

5/1（火）

5/2（水）

5/3（木） 憲法記念日

5/4（金）みどりの日

5/5（土）こどもの日

●15：00～17：00
ストロベリー：乙部 定員：12名
●17：00～20：00
オレンジ、グリーン、イエロー
小林・乙部 定員：各8名
●17：00～19：00 料金：￥2,160
JO入門～中級：千田、久保(18名)
JG上級～JY中級：小林、南（18名）

●17：00～20：00 料金：2,700
JY初級～上級：小林・南・小野（24名）
●9：00～13：00
パンプキン：定員8名
●13:00～17：00
メロン：定員8名
●14：30～16：00
ストロベリー：定員8名

日頃、練習していることを試そう!!
試合(ゲーム)を覚えて、テニスという
スポーツを学んでいきます。

9：00～ 9：30 ウォーミングアップ
9：30～10：30 レッスン
10：30～12：00 ゲーム大会
：※対象4才以上 家族3名まで
※1名増える毎にプラス￥650）

●GWソフトテニス特別講習会

～アウトコートにて開催～
日程：4/30（日）13：00～16：00 料金：￥2,160 対象：小学5年生～高校生
内容：フォア・バックハンドストローク、ファーストサービス、前衛練習（ボレーの種類）

【講師】佐藤 慶二朗（ルーセント所属）、羽生沢哲朗プロ他
佐藤慶二朗戦歴：平成20年度関東大学対抗競技大会3位、平成29年度千葉県シングルス選手権大会3位

●9：00～12：00
小林・片桐・千田・小野・久保

●TUルーキーズチャレンジ2018 ・・・・・・・好評受付中！
【日時】5/3（木・祝） レッド、オレンジ 8：45集合（13：00終了予定）、グリーン、イエロー11：45集合（17：00終了予定） 料金：￥3,000
【会場】昭和の森テニスセンター
対象：対象 テニスユニバース関連スクール生 小学1年生～6年生
【内容】試合はシングルス形式で、参加者から2グループをつくり、団体戦を行います。試合を楽しめるよう、できる限り沢山試合を行います。
ルールとマナーを覚え、普段とは違う環境でチャレンジすることによる、子供たちの成長をサポートします！

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

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。

★ゴールデンウィーク 特別レッスン
レッスン

早朝シングルス練習会
料金：¥2,160 定員：各24名

おはようテニススペシャル
料金：¥1,500 定員：各28名

2時間総合パーフェクト
料金：¥4,320 定員：各10名
※振替受講可 差額￥1,620

ショット別強化レッスン
料金¥2,430 定員：各6名
レベル フリー

4/15（日）～ご予約を受付致します。

内容
少人数設定のシングルス練習会です。
※インドアコート利用

4/29（日）昭和の日
●7：00～9：00
中級1～上級：石井

Fストローク・・・フォアハンドストローク
Bストローク・・・バックハンドストローク

●9：00～11：00

●9：00～11：00
①初・初中：佐藤（友）
②中1.2：小林
③中3.4：高柳
④中4.上：片桐

●11：00～12：00
①Fストローク：黒澤
②ローボレー：追川
③スライスサーブ：小林
●12：00～13：00
①Bハンドストローク：追川
②ハイボレー：黒澤
③スピンサーブ：小林

●10：00～11：00
①ボレー：本山
●11：00～12：00
①Fストローク：片桐
②ローボレー：南
③スライスサーブ：佐藤（友
●12：00～13：00
①Bストローク：片桐
②ハイボレー：南
③スピンサーブ：佐藤（友）

2面利用
ダブルス・シングルスのポジション・配球を
【ダブルス】
中心に実戦に強くなることを目的としま
料金：¥4,860 定員：8名
す。
【シングルス】
料金：￥4,860 定員：各8名

料金：¥2,700 定員：各16名

2時間みっちりラリー
料金：¥4,320 定員：各8名

当日集まったメンバーで対戦・組分けを変え ●15：00～17：00 黒澤
※シングルス・・・中級1以上
ながらゲーム練習

（シングルス1セットマッチ）

料金：¥4,860 定員：各1名

料金：¥1,080 定員：30名
TEAM昭和の森在籍者のみ

GWトーナメント
料金：¥4,320

5/3（木） 憲法記念日
●7：00～9：00
中級1～上級 小林

中級1～上級 片桐

●10：00～12：00
①初・初中：高柳
②中1.2：追川
③中3～：荒川

中級1～上級 佐藤（友）

●10：00～11：00
①ローボレー：黒澤
②ハイボレー：金矢
●11：00～12：00
①スライスサーブ：金矢
②Bストローク：黒澤
●12：00～13：00
①スピンサーブ：黒澤
②Fストローク：金矢

1面利用 定員：6名
●11：00～13：00
①ダブルス中級2.3：本山
1面利用 定員：5名
●14：00～16：00
①シングルス中1.2：小野
②シングルス中3～：高柳

●12：00～14：00
①ダブルス中級3～上級：金矢
②シングルス中級1～3：追川

1面利用 定員：6名
●9：00～11：00
①ダブルス初・初中級：小林
②ダブルス中1.2：金矢
③ダブルス中3.4：追川
●11：00～13：00
①シングルス中1.2：金矢
②シングルス中3.4：石井

●14：00～16：00 南

●14：00～16：00 千田

※ダブルス・・・中級1以上

※ダブルス・・・中級1以上

1面利用 料金￥4,320 各8名
●12：00～14：00
①初・初中:：南
②中1.2：片桐
③中3.～：追川
●9：00～9：45
●9：45～10：30
●10：30～11：15
●12：00～12：45
●12：45～13：30
●13：30～14：15
●15：00～17：00 久保

プラクティスタイム1時間、ゲームタイム1
時間をお楽しみいただけます。

6ゲーム先取後、順位別トーナメントを行い
ます。※集まったメンバーによって内容は変
わります。

●7：00～9：00

●9：00～11：00
①初・初中：佐藤（友）
②中1.2：片桐
③中3.4：追川
④中4.上：千田

●16：00～2100 大川
男子シングルス 24名
※中級1以上

●14：00～16：00 黒澤

●13：00～15：00 石井

●10：00～15：00 山村
女子ダブルス 中級1～上級 9組

●16：00～2100 山村
男子ダブルス 24組
※中級1以上

●16：00～2100 南
男子シングルス 16名
※中級1以上

●13：00～16：00
大川・追川・小林・千田
石井・難波・山村・久保・小野

チと参加メンバーで対抗戦を行います。

料金：￥2,700 定員：48名

料金¥4,320 定員：1～3名

●7：00～9：00

5/5（土）こどもの日

●7：00～9：00
初中級～上級 高柳

スクール生感謝祭
コーチがキャプテン対抗戦 当日集まったメンバーでチームを編成しコー

プチプライベートレッスン

5/4（金）みどりの日

2面利用 料金￥4,860 各10名
●11：00～13：00
クロスラリー・ボレーストロークを中心に、 ①中1.2：池田
みっちりラリーしましょう
●13：00～15：00
①初・初中級：小野
②中級3～上級：石井

千田コーチにチャレンジ！
シングルス負けたら全額返金 千田コーチと45分一本勝負！

TEAM昭和の森

5/2（水）

中級1～上級：小林

●7：00～9：00
初中級～上級 山村

基本が出来ていると出来ていないとでは上 ①初・初中：黒澤②中1.2：小野
達のスピードが違います。２時間で徹底的に
③中3.4：千田 ④中4.上：追川
基本を身に付けていきます。「基本が崩れて
いるかも？」という方にもおススメです。

ボール出しで徹底的にショットレッスン。
レベルはどなたでも受講できます。

5/1（火）

●7：00～9：00

おはようテニスです。早朝の親睦目的の
ダブルス練習会！！※インドアコート利用

2時間実戦レッスン

ゲーム練習会

4/30（月）振替休日

※参加コーチは予定です。
石井・小林
1名でもグループでもＯＫです。家族や、お
●9：00～9：30 ●9：30～10：00
友達みんなで30分間コーチを独り占めで
●10：00～10：30●10：30～11：00
きます。（1日2クラスまでの申込となりま
千田
す。前日空きがある場合はプラスで予約
●11：00～11：30●11：30～12：00
が取れます）
●12：00～12：30●12：30～13：00

高柳
●11：00～11：30
●11：30～12：00
●12：00～12：30
●12：30～13：00

高柳
黒澤・金矢・石井
●11：00～11：30●11：30～12：00 ●10：00～10：30
●12：00～12：30●12：30～13：00 ●10：30～11：00
●11：00～11：30
●11：30～12：00

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!!

追川
●11：00～11：30
●11：30～12：00
●12：00～12：30
●12：30～13：00

千田
●11：00～11：30
●11：30～12：00
●12：00～12：30
●12：30～13：00

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。

