
２０２２年６月１日　～７月３０日 スケジュールに関しては、変更の場合がございますのでご了承ください。 ●成人スクール●（１６歳以上が対象です）
ストロークのフォームは把握しているが、コントロール出来ない
ダブルスのゲームのやり方を覚えましょう

1週目 1週目 休館日 1週目

ベースラインでいつでも、ストロークをつなぐことが出来る
1週目 休館日 1週目 2週目 2週目 休館日 2週目 ボレーで繋げられる

雁行陣の完成と平行陣の導入
各ショットの安定感があり、コントロール出来る

2週目 休館日 2週目 3週目 3週目 休館日 3週目 ダブルスのフォーメーションを理解してゲームが出来る
平行陣をマスターしましょう

3週目 休館日 3週目 4週目 4週目 休館日 4週目

4週目 休館日 4週目 イベント予定 イベント予定

休館日 5週目

5週目 休館日 5週目 5週目 5週目 休館日 6週目

6週目 休館日 6週目 6週目 6週目 休館日 ７週目

7週目 休館日 7週目 7週目 7週目 休館日 ８週目

8週目 休館日 8週目 8週目 8週目 休館日 1週目

※月々4回分の月会費が引き落とされます。 平日デイ

土日タイム

キッズ・ジュニア

※平日クラスから土日クラスへの振替は1回￥500(税込￥550)かかります。（初級認定・キッズは除く）

※雨天による休講分のお振替は休講日より6ヶ月以内にお取りください。
※３回目以降の振替は1回￥500（税込￥550）かかります。

※希望月の１０日まで（１０日が休館日の場合は、９日まで）に来館にてお届けください。

お電話受付はできません。子供クラスの退会の場合、保護者の方が手続きにお越しください。

欠　席
レッスン開始３０分前まで。 ★　欠席連絡はメールでも可能です　★

氏名、欠席日時、クラスをご明記の上

送信お願い致します ⇓

megalos.kodaira@nomura-ls.jp

※振替連絡は空き状況がありますので

お電話にてご予約お願い致します

1クラス毎に月会費より毎月￥1,000(税込￥1,100)割引になります。

※欠席のご連絡をいただいた場合のみ,お振替がお取りいただけます。 ※割引の併用は出来ません。

※雨天による休講判断はレッスン開始30分前に行います。
　当スクールよりご連絡致しません。雨天時はお問い合わせいただくか、ＨＰでご確認お願いします。

退　会
各月末の退会になります。※上記カレンダーに基づきます。

振　替
振替期限：欠席日より前１ヶ月・後2ヶ月

レンタルシューズ
※キッズのレンタルは

ございません

￥300(税込￥330）
※数に限りがございます

複数割引について
2クラス以上を受講される場合、お得な割引制度があります。

１クラス毎に月会費より毎月￥1,000(税込￥1,100)割引になります。

コース変更
毎月、1度クラスの変更ができます。

キッズ・ジュニアクラス \7,000（税込\7,700）
平日４～６タイム

土日6～7のクラス枠身分証明書(入会者本人）、銀行キャッシュカード（又は通帳),銀行届け出印、【キッズ1～2：チャレンジブック￥900（税込￥990）】 ￥2,000(税込￥2,200)

ガット張り替え
張り替え手数料￥1,000(税込￥1,100）

ガット持ち込み料￥1,000円(税込￥1,100)

ガット購入：ガット代２０％オフ
併学割引について

メガロス武蔵小金井店とメガロス小平テニススクールを
※1週目、5週目から変更可能。前月末までにフロントかお電話にてお申込みください。

※レベルが上のクラスへ変更は、コーチの認定が必要となります。 2つ通われますとお得な割引制度がございます。

プレイα

有料で追加レッスンが受講できます

＜料金＞

入会時に必要なもの・・月会費2ヶ月分、事務登録料【成人￥6.000(税込￥6,600）子供￥3.000(税込￥3,300)】 ￥3,000(税込￥3,300)

アンダー30レディース

　※30歳以下の女性

平日デイタイム \9,000（税込\9,900） 平日１～３タイムのクラス枠

土日タイム \10,000（税込\11,000） 土日のクラス枠

7

月

度

\8,300（税込\9,130） 平日・土日の全クラス枠
￥2,500(税込￥2,750)

7/24 7/25 7/26 7/27 7/28

            　　 【テニススクールからのおしらせ】

・6月1（水）～7（火）キッズ保護者会

・6/29（水）～30（木）休講　イベント予定

・7/30（土）31（日）8月期の1週目となります

入　会

１ヶ月4回レッスン制 （随時お申し込み可能）

7/15 7/16

　　　　　　　　　【子ども進級テスト】

2ヶ月のレッスン内での認定となります。

7週目までにチャレンジブックをご提出ください。

8週目に返却いたします。

7/5 7/6 7/7 7/8 7/9

7/29 7/30

ジュニア 中学1～3年生
各ショットでラリーが続くようにしましょう

試合に参加できるようになりましょう7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23

キッズ２ 小学3～6年生
お友達と練習できるようになりましょう

テニスのショットを覚えましょう7/10 7/11 7/12 7/13 7/14

7月度～
6月1日（水）

～6月28日（火） ＡＤ
（中上級）

6/15 6/16 6/17 6/18

6月9日（木）まで

7月10日（日）まで
●子供スクール●（４歳～１５歳が対象です）

7/1 7/2

キッズ１ 年中～小学2年生
運動能力を高めましょう

ラケット・ボールとお友達になりましょう7/3 7/4

6/24 6/25 8月度～
7月2日（土）

～7月28日（木） ＡＣ
（上級）

ストローク・ボレーともにスピードと回転をコントロール出来る

平行陣が高いレベルでできる

6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 退

会

6月末退会受付締切日

7月末退会受付締切日

6

月

度

6/1 6/2 6/3 6/4 振

替

欠席届け

レッスン開始30分前まで

振替期限
欠席日より前1ヶ月・後2ヶ月 ＢＡ

（初中級）

ベースラインラリーが続けられる
ボレー・サービスのフォームは把握しているが、コントロール出来ない

6/11 コ

ー

ス

変

更

6月度～

6/19 6/20 6/21 6/22 6/23

5月1日（日）

～5月31日（火）

ダブルスのゲームのポジションを覚えましょう

ＩＮ
（中級）

6/12 6/13 6/14

テニススクールカレンダー クラス案内

日 火 水 木 土 受付期間のお知らせ ＢＥ
（初級）

6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10

メガロス小平テニススクール ０４２－３４１－６４００

フロント営業時間
平日：９：００～１４：１５ １５：１５～１８：３０（雨天時：１８時まで）

（月曜日・金曜日は休館日のため受付できません）
土日：８：００～１7：３０（雨天時：１７時まで）
祝日：営業時間が異なる場合がございます。

お問い合わせください。



9:30 8:30 8:30

10:50 9:50 9:50

11:00 10:00 10:00

12:20 11:20 11:20

12:30 11:30 11:30

13:50 12:50 12:50

13:00 13:00
15:50

14:20 14:20
16:50

14:30 14:30
17:00

15:50 15:50
18:00

16:00 16:00
18:10

17:00 17:00
19:10

【定員】　　成人　　　　   　　   　　　　 ８名（振替２名）最大１０名

　　　　　　キッズ１　　　　      　　　　 10名（振替3名）最大１3名

　　　　　　キッズ２（1面あたり）　　　  13名（振替3名）最大２６名※2面 18:00 18:00
　　　　　　ジュニア1・ジュニア２.３　  各８名（振替２名）最大２０名※2面

メガロス小平テニススクール タイムスケジュール　２０２２年６・７月

月 火 水 木 金 土 日

コート２ 　

　

　

　

　

　

休

館

日

コート１ コート１

初級

初中級

初級

初中級
中上級

コート１ コート２ コート１ コート２ コート１

中級

中上級
中級

初級

初中級

上級

中上級

上級

中級

中上級① ① ①

岩崎 吉開 清水 清水 兼井

　

　

　

　

　

　

休

館

日

中級

中上級

初級

初中級② ② ②

岩崎 清水 吉開 清水 兼井

中上級 中級
初中級

中級

中級

中上級③ ③ ③

岩崎 清水 吉開

④ 吉開 兼井（吉開）
清水 兼井 吉開

清水 吉開

　休業時間（14：15～15：15）
初級

初中級

中上級

上級キッズ１ キッズ1 キッズ1 ④ ④

ジュニア２.３ ⑥ ⑥

⑤ 清水 吉開
吉開・清水 清水・兼井 清水・吉開

中上級

上級

初級

初中級キッズ2 キッズ2 キッズ2 ⑤ ⑤

【代行】コーチが変更の場合もございますのでご了承ください。

ジュニア１ ⑦ ジュニア2.3

兼井・奈々 吉開・奈々

⑥ 兼井・奈々 奈々
吉開 清水 兼井 清水 清水 吉開

⑦

キッズ2 キッズ1
ジュニア1 ジュニア2.3 ジュニア1 ジュニア2.3 ジュニア1


