
【ゲーム練習会】����    ◆対

象�初級
◆料金�2,000円
◆定員8名��◎担当�持舘

キッズプライベートレッスン
◆対象�キッズA〜キッズD
◆料金�2,000円
◆定員1名��◎担当 持舘

【キッズテニス塾】��アスリートを目指す!            ��◆対

象�キッズA

◆料金�2,000円

◆定員8名��       ◎担当�岡田
【キッズテニス塾】��アスリートを目指す!            ��◆対

象�キッズB

◆料金�2,000円

◆定員8名��       ◎担当�岡田
【キッズテニス塾】��アスリートを目指す!            ��◆対

象�キッズC・D

◆料金�2,000円

◆定員8名��       ◎担当�岡田

キッズプライベートレッスン
◆対象�キッズA〜キッズD
◆料金�2,000円
◆定員1名��◎担当�持舘

17:45
〜

18:45

【ダブルス特訓��90分】����            ��           ◆対象�初

級・初中級

◆料金�2,500円

◆定員10名���◎担当��持舘

12:30
〜

14:00

キッズプライベートレッスン
◆対象�キッズA〜キッズD
◆料金�2,000円
◆定員1名��◎担当 �岡田

【2時間ゲームレッスン】
◆対象�初中級
◆料金�2,500円
◆定員8名��◎担当�持舘

16:15
〜

17:00

キッズプライベートレッスン
◆対象�キッズA〜キッズD
◆料金�2,000円
◆定員1名��◎担当 �持舘

15:15
〜

16:15

16:30
〜

17:30

18:00
〜

19:15

7月�27日(金)
12:30

〜
14:00

7月26日(木)7月25日(水)
【ダブルス特訓��90分】����            ��           ◆対象�中

級・上級

◆料金�2,500円

◆定員10名���◎担当��岡田
キッズプライベートレッスン
◆対象�キッズA〜キッズD
◆料金�2,000円
◆定員1名��◎担当�持舘

【級別レッスン】���         ◆対

象�初心者
◆料金�2,000円
◆定員8名��◎担当�持舘

【級別レッスン】����       ◆対

象�初級
◆料金�2,000円
◆定員8名��◎担当�岡田

18:00
〜

19:15

【級別レッスン】����       ◆対

象�初級
◆料金�2,000円
◆定員8名��◎担当�持舘

18:00
〜

20:00

15:15
〜

16:00

16:15
〜

17:00

16:15
〜

17:00

�💛キッズ短期テニススクール💛�期間7月24日(火)〜7月27日（金）

  9:00〜 10:00

12:30
〜

14:00

【ダブルス特訓��90分】����            ��           ◆対象�初

心者

◆料金�2,500円

◆定員10名���◎担当��岡田

【ダブルス特訓��90分】����            ��             ◆対象�初

級・初中級

◆料金�2,500円

◆定員10名���◎担当��岡田

12:30
〜

14:00

【級別レッスン】����       ◆対

象�初中級
◆料金�2,000円
◆定員8名��◎担当�岡田

15:15
〜

16:00

19:20
〜

20:35

キッズプライベートレッスン
◆対象�キッズA〜キッズD
◆料金�2,000円
◆定員1名��◎担当�持舘

キッズプライベートレッスン
◆対象�キッズA〜キッズD
◆料金�2,000円
◆定員1名��◎担当�岡田

20:40
〜

21:55

【級別レッスン】���         ◆対

象�初級
◆料金�2,000円
◆定員8名��◎担当�臼井

【級別レッスン】����       ◆対

象�初中級
◆料金�2,000円
◆定員8名��◎担当�岡田

【級別レッスン】����       ◆対

象�初中級
◆料金�2,000円
◆定員8名��◎担当�臼井

【級別レッスン】����       ◆対

象�中級・上級
◆料金�2,000円
◆定員8名��◎担当�岡田

15:15
〜

16:00

19:20
〜

20:35

【ゲーム練習会】����    ◆対

象�初心
◆料金�2,000円
◆定員8名��◎担当�岡田

20:40
〜

21:55

20:15
〜

21:30

【級別レッスン】����       ◆対

象�初・初中級
◆料金�2,000円
◆定員8名��◎担当�持舘

【級別レッスン】����       ◆対

象�初・初中級
◆料金�2,000円
◆定員8名��◎担当�持舘

【級別レッスン】����       ◆対

象�中級・上級
◆料金�2,000円
◆定員8名��◎担当�岡田

7月24日(火)

キッズプライベートレッスン
◆対象�キッズA〜キッズD
◆料金�2,000円
◆定員1名��◎担当 �岡田

キッズプライベートレッスン
◆対象�キッズA〜キッズD
◆料金�2,000円
◆定員1名��◎担当�岡田

キッズプライベートレッスン
◆対象�キッズA〜キッズD
◆料金�2,000円
◆定員1名��◎担当 �持舘

【2時間ゲームレッスン】
◆対象�初級
◆料金�2,500円
◆定員8名��◎担当�小林

一般受講料
7,400円���会員
受講料��7,000

円

10名

11:30〜12:30

【級別レッスン】����       ◆対

象�中級・上級
◆料金�2,000円
◆定員8名��◎担当�小林

小学生高学年�����はじ
めてクラス

小学生高学年�����はじ
めてクラス

小学生全学年�����はじ
めてクラス

10:15〜11:15

�14:00〜14:45
14:00〜15:00

���キッズクラス��� A・B

5回コース

10名

10名

10名

10名10名

夏こそテニスでマジ卍（まじまんじ）❕❕

10名

���キッズクラス��� C・D

10,500円（税込価格） 20,000円（税込価格）

10回コース

オールフリーコース�(どのクラスも受講可)

小学生低学年�����はじ
めてクラス

小学生低学年�����はじ
めてクラス

幼児年中・年長����はじ
めてクラス

【短期申込割引特典】                                                      ■特典①�2

名以上で同時申込の場合、受講料300円引き�������������■特典②�複数受講割引の場
合、2期目から受講料300円引き����������■特典③�さらに同時入会するとプレゼントが
いっぱい

�6名

��◆申し込み方法�：�フロントに受講料を添えてお申込み下さい

平日昼間コース (平日昼間コースのみ受講可)  9,000円（税込価格） 17,000円（税込価格）

��◆受講期間�：�6月クラスから8月クラス（8/30）までの期間

※ご予約の方は1週間以内にお手続きください
※一般の方はプラス500円にてご参加できます
※キャンセルによるご返金は、申し込まれた日程の���3
日前とさせていただきますので、予めご了承ください

※各プランの最小催行人数は3名とさせていただきま
��すが、内容を変更して行なう場合もあります
※担当コーチが変更の場合もありますので、
��予めご了承ください
※表示価格は消費税別価格です。

❣�サマーフリー会員募集中�❣

��◆受講方法�：�振替の予約と同様にお電話などで、希望クラスをご予約して下さい
��◆募集期間�：�好評受付中 （電話予約可）

NASウッディタウン
℡079-565-5700
定休日　毎週月曜日

ただいま好評受付中	
　電話予約可	


