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はじめは
「慣れる」
ところから

はじめは
「慣れる」
ところから

レベル別
レッスンで

上達度UP！

レベル別
レッスンで

上達度UP！

最終日の
修了証で
達成感を

最終日の
修了証で
達成感を

マンツーマン指導！

安心・安全の個人レッスン！

お子様の才能を
最大限に引き出す

お子さまがスクールに通っているパパママへ

※所定のお手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。

断然おトクな
パパママ会員！

（税込4,180円）
3,800円 二次元コードを

読み取って
ルートを確認!▶

曜日ごとにバスルートを設定し、
スクールバスを運行しています。

｜安全に通える｜

スクールバス運行!特別入会
キャンペーン
特別入会
キャンペーン

※7ヶ月のご在籍が特典適用条件となります。バリュープラス会員へのご加入が条件となります。
※参加クラス終了までにご入会が条件となります。※ご入会には諸条件がございます。詳しくは裏面をご覧ください。
※7ヶ月のご在籍が特典適用条件となります。バリュープラス会員へのご加入が条件となります。
※参加クラス終了までにご入会が条件となります。※ご入会には諸条件がございます。詳しくは裏面をご覧ください。

短期スクールから本クラス入会で
うれしい特典プレぜント！

短期スクールから本クラス入会で
うれしい特典プレぜント！

TEL.046-262-7700
メガロス大和 〒242-0021  神奈川県大和市中央5-14-4 （大和警察署となり）

［平日］11:00～20:00　［土・日・祝］10:00～18:00
※都合により変更している場合がございます

受付時間 毎週金曜日・年末年始・夏期定休日

最終日までのお手続きでプレゼント！

キッズスイミング 水着水着・ゴーグル ベビースイミング

キッズテニス ラケット ミライク ミライクブック

キッズアスリート レッツトライノート
（進級ノート）

その他 事務登録料 無料

（体育）

受付 参加希望レッスン前日21時まで

WEBもしくは来館にて受付
※土曜日が初日開催の場合、木曜日の21時まで

（電話でのご予約は受付しておりません）

6.8水10:00～

お申込みはこちらから ▶



安心、安全な環境で
みなさまを

お迎えいたします

01
少人数制レッスンで

より早く
上達できます！

02
開催日が多いから、
都合に合わせて
参加できます！

03
最終日の
進級テストで

上達が目に見えて
分かります！

04
保護者さま向けに
プールサイド見学日を
設けております

05

メガロス  キッズさらに詳しい情報はWEBへ!本気で向き合う夏に、一生物の成長を。

未成年者の入会については、親権者のご同席、もしくは申込書
入会契約・債権譲渡承諾書欄の記名とサインが必須となります。

未成年者の入会手続きについて

短期教室継続入会特典について

短期教室のキャンセルについて

※7ヶ月のご在籍が特典適用条件となります。※バリュープラス会員へのご加入が条件となりま
す。※別途指定商品の購入が必要となります。※在籍条件未満でのご退会の場合、月会費および
事務登録料の割引分をお支払いいただきます。※入会時の特典適用によって初期費用が異なる
場合がございます。※本キャンペーン期間終了後も異なるキャンペーンを実施する場合がござい
ます。

※短期教室お申込み後のキャンセルの際は、キャンセル料1,000円（税込）をお支払いいただき
ます。受講クラスを変更される場合も同様です。※開催前日（前日が金曜日の場合は木曜日）まで
のキャンセルの際は、一部返金いたします。

入会手続きにご用意いただくもの

（1）月会費 ２ヶ月分（初月分＋翌月分）

（２）事務登録料（税込） 3,300円

（３）引落口座 キャッシュカード ※郵便局も可
もしくは、口座の分かるもの（通帳）+届出印

（4）公的身分証明書 運転免許証・子ども保険証 ※交付されていない方は、
保険証・パスポート・在留カード・マイナンバーカード

（5）指定商品代 各種スクール指定商品代

月払い会費について

野村不動産ライフ&スポーツ株式会社は月払い会費に関して
SMBCファイナンスサービス（株）と債権譲渡契約をしておりま
す。ご入会後の月払い会費はSMBCファイナンスサービス（株）
より自動引き落としとなります。

※キッズスクールの対象年齢についてはお問い合わせください。
※医師に運動を止められている方等は入会をお断りいたします。
※入会時の特典適用によって、初期費用が異なる場合がございます。

WEBでもチェックできます! メガロス大和2022年7月-9月 夏の子ども短期スクールスケジュール

メガロスでは、お客様の安心安全を確保するためにあらゆる方面か
ら感染症対策を実施しております。お客様におかれましても、ご自身
の健康管理にご留意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

お子様が利用されるロッカールーム、ギャラリーやレ
ンタル品の除菌清掃の徹底はもちろん、館内の換気
の強化、スタッフの体調チェックやこまめな手洗いう
がい・マスク着用を徹底して行なっております。

基本の
対策

期間 クラス 時間 定員 内容対象 料金（税込）

7/16（土）・17（日）

7/30（土）・31（日）

8/6（土）・7（日）

7/23（土）・24（日）

一般：年中～中学生
会員：育成・メガスイマー～16級

一般：年中～中学生
会員：育成・メガスイマー～16級

一般：年中～中学生
会員：育成・メガスイマー～16級

一般：2歳半～小学生
会員：16級～30級

一般：年中～中学生
会員：育成・メガスイマー～16級

一般：年中～中学生
会員：育成・メガスイマー～16級

一般：年中～中学生
会員：育成・メガスイマー～16級

一般：2歳半～小学生
会員：16級～30級

一般：2歳半～小学生
会員：16級～30級

クロール12.5m～4泳法

クロール12.5m～4泳法

クロール12.5m～4泳法

クロール12.5m～4泳法

クロール12.5m～4泳法

水慣れ～クロール12.5m

¥3,600

¥3,600

¥2,200

8:15～9:15A

水慣れ～クロール12.5m

水慣れ～クロール12.5m

水慣れ～クロール12.5m

9:30～10:30

8:15～9:15

水慣れ～クロール12.5m

9:30～10:30

クロール12.5m～4泳法

9:30～10:30

水慣れ～クロール12.5m

水慣れ～クロール12.5m

8:15～9:15

9:30～10:30

B
C
D
E
F
G

H
I
J
K

N
M
L

¥2,200

¥3,600

¥7,898

各5名

8/10（水）・11（木）

8/20（土）・21（日）

9/3（土）・4（日）

9/10（土）・11（日）

各15名

各15名

20名

¥2,200

一般：2歳半～小学生
会員：16級～30級

8月／キッズ・ジュニア1ヶ月短期
7月／キッズ・ジュニア1ヶ月短期

8月／ベビー1ヶ月短期
7月／ベビー1ヶ月短期

通常スクール内でクラスを決めて4回レッスンを行います
時間・対象・内容はクラス設定に準じますのでお問い合わせください

※振替はできません

通常スクール
開講時間 各5名

¥5,148通常スクール
開講時間

一般初参加者限定 2歳半～小学生

一般初参加者限定 2歳半～小学生

一般初参加者限定 2歳半～小学生

一般初参加者限定 2歳半～小学生

通常スクール内でクラスを決めて4回レッスンを行います
時間・内容はクラス設定に準じますのでお問い合わせください

【対象】 4ヶ月～満3歳　※振替はできません

キッズスイミング

いずれのクラスも、
最終日までのご入会で
いずれのクラスも、
最終日までのご入会で水着・ゴーグル 水着・ゴーグル 水着・ゴーグル 水着・ゴーグル ベビー１ヶ月短期はベビー１ヶ月短期は 水着 プレゼント！水着 プレゼント！水着 プレゼント！水着 プレゼント！

8:15～9:15

8:15～9:15

9:30～10:30

8:15～9:15

9:30～10:30

O9/17（土）・18（日） 8:30～9:30

8:15～9:15

9:00～10:00

¥2,200

¥3,600

店舗へのお問い合わせはこちらから店舗へのお問い合わせはこちらから

（金曜定休）（金曜定休） WEBにて最新情報UP中!

TEL.046-262-7700TEL.046-262-7700
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ユザワヤユザワヤ

ＪＡさがみ

薬局薬局

ノジマノジマ

宮村酒店

中央パーキング中央パーキング

あすろーどパーキングあすろーどパーキング

大和警察署

三菱東京
UFJ銀行
三菱東京
UFJ銀行

マルエツ

メガロス大和

キッズテニス 2日間短期教室一般限定

対象：キッズ1 �年中～小学2年生　キッズ2 �小学3年生～6年生 定員：各2名 料金（税込）：¥2,200

7/25（月）・26（火）16:00～17:00 Aクラス：キッズ1
Bクラス：キッズ2

7/27（水）・28（木）16:00～17:00 Cクラス：キッズ1
Dクラス：キッズ2

8/1（月）・2（火）16:00～17:00 Eクラス：キッズ1
Fクラス：キッズ2

8/8（月）・9（火）16:00～17:00 Iクラス：キッズ1
Jクラス：キッズ2

8/22（月）・23（火）16:00～17:00 Kクラス：キッズ1
Lクラス：キッズ2

8/24（水）・25（木）16:00～17:00 Mクラス：キッズ1
Nクラス：キッズ2

8/3（水）・4（木）16:00～17:00 Gクラス：キッズ1
Hクラス：キッズ2

いずれのクラスも、最終日までのご入会でいずれのクラスも、最終日までのご入会で テニスラケット プレゼント！テニスラケット プレゼント！テニスラケット プレゼント！テニスラケット プレゼント！
※適用には諸条件があります

※適用には諸条件があります

通常レッスン内 ８月 １ヶ月短期通常レッスン内 ８月 １ヶ月短期

キッズアスリート 1日短期キッズアスリート 1日短期

全４回

定員 各10名

4,400円（税込）4,400円（税込）

1,650円（税込）1,650円（税込）

ミライク（体育スクール）

7,898円（税込）7,898円（税込）ダンス・チアダンス・スカッシュ・空手・バレエ
※各スクールの詳しいスケジュールは、メガロス大和のWEBをご覧ください。

最終日までのご入会で最終日までのご入会で

※適用には諸条件があります

※適用には諸条件があります

ミライクブック
プレゼント！
ミライクブック
プレゼント！
ミライクブック
プレゼント！
ミライクブック
プレゼント！

事務登録料事務登録料事務登録料事務登録料
円円円円0000

ミライク

その他

7/27（水） 16:25～17:25
17:35～18:35

…小学1年生～3年生
…小学3年生～6年生

参加当日のご入会で参加当日のご入会で
進級ノート プレゼント！進級ノート プレゼント！進級ノート プレゼント！進級ノート プレゼント！

キッズスクール一般限定 キッズスクール一般限定

詳しくはこちら詳しくはこちら詳しくはこちら詳しくはこちら
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