
2021年8月31日改定

入会金
体験当日入会で入会金5,000円（税込）が無料
一週間以内の入会で2,000円（税込）

レッスンで
必要なもの

➀ラケット

➁通知表・学習帳・シール帳

➂テニスシューズ　※本校は室内用

➃タオル

➄水筒（蓋があるもの）

⑥運動の出来る服装

柳生園テニスクラブ
ジュニアクラス クラスガイド

記号 クラス名
レッスン

時間
対象 内容

KD キッズクラス ５０分 4歳～就学前まで
スポンジボールとジュニアラケットを使用し、

テニスを通じて運動能力を高めます。

JA ジュニアクラスA ５０分 小学１～３年生
レッド、オレンジボールで

基礎から戦術までレッスンを行います。

JB ジュニアクラスB ７０分 小学４～６年生
グリーン、ノーマルボールを使用し、

基礎から戦術、ルールやマナーの取得を目指します。

H ハイスクールクラス ７０分 中高生
初心者から高校部活選手まで、

各レベルに応じたレッスンを行います。

JTC
ジュニア

トーナメントクラス
７０分

小学生～中学生
（JB～H在籍者）

岡山県予選出場など試合で勝つことを目標に、
基礎から戦術までレッスンを行います。

ソフト
テニス

ソフトテニス ７０分 中学生 ソフトテニスの基礎から戦術までレッスンを行います。

FL 親子ふれあいクラス ５０分 4歳～小学3年生 お子さまと保護者さまのペアでレッスンを行います。

PL プライベートレッスン ６０分 4歳～
お好きなコーチと、お好きな時間に、
お好きな内容のレッスンを行います。

Ｊ1 ジュニアクラス１ ５０分 小学１～３年生
レッド、オレンジボールで

基礎から戦術までレッスンを行います。

Ｊ2 ジュニアクラス２ ９０分 小学４～６年生
グリーン、ノーマルボールを使用し、

基礎から戦術、ルールやマナーの取得を目指します。

JP ジュニアプレイヤーズ ９０分

SP スチューデントプレイヤーズ

A アカデミー

本
校
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小学～高校生 心・技・体のトータル思考プログラム（コーチの許可が必要）
１８０分



倉益校受け放題コース 

最大週４回まで（月・火・水・金）受講いただけます。在籍クラスはございません。 

受講される際、ご予約が必要です。 

倉益校で週２回以上の予約を希望される場合、受け放題コースとなります。 

 

倉益校週１回コース 

在籍するクラスを決めていただきます。在籍クラスへお越しの際は、ご予約不要です。 

在籍クラスを欠席される場合は、ご連絡ください。欠席分は、他の曜日へ予約可能です。 

退会される場合の有効期限は、欠席された期の最終日までです。 

翌期もシステム利用料をお支払いされている方は、翌期以降も予約可能です。 

詳しくは『会員種別』をご確認ください。 

 

雨天の場合 

１． レッスンの有無は、開始時刻１時間前に電話にてお問合せください。 

２． 雨天中止の場合、他の曜日へ予約可能です。（週１回コースの方のみ） 

３． レッスンの途中、天候不良でレッスン時間の半分に満たない場合は中止扱いとなります。 

      レッスン時間が半分を超えていた場合、通常通りレッスンを受講したこととなります。 

本校平日受け放題コース（JTC、ソフトテニス、FL 以外） 

平日のクラスを最大週５回まで（月～金）受講いただけます。在籍クラスはございません。 

受講される際、ご予約が必要です。 

 

本校週１回コース 

在籍するクラスを決めていただきます。在籍クラスへお越しの際は、ご予約不要です。 

在籍クラスを欠席される場合は、ご連絡ください。欠席分は、他の曜日へ予約可能です。 

退会される場合の有効期限は、欠席された期の最終日までです。 

翌期もシステム利用料をお支払いされている方は、翌期以降も予約可能です。 

詳しくは『会員種別』をご確認ください。 

 

システム案内 

予約 

一度にできるご予約は最大 2 レッスンまでです。（キャンセル待ちを含む） 

当日より２週間後（当日含め１４日間）の期間で、レッスンのご予約ができます。 

電話、フロントでのご予約の際は、以下の４点をお伝えください。 

➀お子さまのお名前 ➁通っている曜日とクラス ➂欠席した日 ➃予約したい日付とクラス 

 

※ 定員に達している場合は、ご希望に添いかねますので、あらかじめご了承ください。 

※ レッスンの予約、予約したレッスンのキャンセルは、下記の期限までにご連絡ください。 

 フロント・電話 インターネットサービス 

予約 レッスン開始時間まで レッスン開始１0 分前まで 

予約したレッスンをキャンセル レッスン前日まで レッスン開始１時間前まで 

※ 未来の欠席分の前倒しをして予約が可能です。 

ただし、翌期の欠席分は前倒しして予約はできません。 

※ レッスンチケット１回分を 1,000 円分の金券として、レンタルコート利用料でお使いいただけます。 

 

欠席連絡 

在籍クラスを欠席される場合は、欠席連絡が必要です。欠席分は他のクラスへ予約可能です。 

下記の期限までに欠席連絡をいただけない場合は、出席扱いとさせていただきます。 

 フロント・電話 インターネットサービス 

欠席 レッスン前日まで レッスン開始１時間前まで 

 

●親子ふれあい(FL)クラス所属の方 

在籍している保護者さまのご都合がつかない場合は、 

代わりにビジターの保護者さまと受講することもできます。 

その場合は、必ずフロントへご連絡をお願いします。 

 

キャンセル待ちシステム（インターネットサービスご利用の方のみ） 

受講希望のレッスンに空きがなく、予約が取れない場合、キャンセル待ちが可能です。 

14 日前～レッスン開始１時間前まで予約可能です。 

空きが出ましたら予約確定です。メールにてお知らせいたします。 

空かなかった場合は、レッスン開始１時間前にメールにてお知らせいたします。 

※プレーヤーズクラスの場合、システム利用料はかかりません。 会員種別 

諸届変更 

※１ ＫＤクラスの週１回コースでご入会の場合、 

1 クラス目が２期（最大６ヶ月）月額 1,000 円で受講いただけます。 

   ２期（最大６ヶ月）経過いたしますと通常料金となります。 

※２ ＪＴＣクラスは、ＪＢクラスまたはＨクラスに在籍されている方が、受講できます。 

ジュニアクラス受講料金のご案内 

平日　2,000円

土・日・祝日　4,000円

レンタルコート（税込）／１面１時間 プライベートレッスン（税込）／１時間

7,000円（１～２名）

           ※３名以上で受講の場合、１名追加ごとに

　　　　   3,500円の追加料金がかかります。

※料金は全て税込価格です。 

万一の怪我に備えて東京海上日動火災保険に加入しております。保険料は当クラブが負担します。 

 

会員資格の喪失 

会員は次のとき、その資格を喪失します。 

１．退会したとき。 

２．諸支払を 3 ヶ月以上滞納し、スクールの請求に応じなかったとき。 

３．本スクールの定める諸規則へ違反行為、本スクールの信用、品位を著しく傷つける行為を行ったとき。 

 

その他 

１． 他のスクール生のご迷惑になる行為やテニススクールを利用した営業行為はお断りいたします。 

２． 当クラブは、必要に応じ本規約に定めない事項及び業務執行に必要な細則、利用規定を定めることができ

るものと致します。 

３． カードを紛失された場合、カード再発行料２２０円（税込）いただきます。 

システム利用料 教材費（入会時のみ）

1,000円／月 1,000円　＋　ラケット

月会費 欠席分

正会員 受講料＋システム利用料

準会員 システム利用料

退　会 月会費はいただきません 失効します

翌期以降も予約可能

週１回コース 平日受け放題コース

FL 6,000円 -

キャンペーン料金　1,000円
※１入会～２期（最大６ヶ月）

-

6,000円 9,000円

JA 6,000円 9,000円

JB

H

ソフトテニス -

JTC　※２ -

JTC　+　Ｈ - 23,000円

本校料金
受講料（税込）/1期3ヶ月制

KD

8,000円

11,000円

週１回コース 平日受け放題コース

J1 5,000円 8,000円

J2 8,000円 11,000円

倉益校料金
受講料（税込）/1期3ヶ月制

選手育成コース（倉益校）

JP

SP・A

受講料（税込）/１期3ヶ月制

27,000円

36,000円

複数受講割引 １０％ＯＦＦ 

JTC クラスは複数受講割引対象外です。KD クラス（入会～２期・最大６ヶ月 月額 1,000 円コース）は、 

２クラス目は 6,000 円になります。複数受講割引は対象外です。 

 

会員種別変更・コース変更・クラス変更の際は、フロントにて下記の期間に 

手続きを行ってください。継続ご希望の方は、手続き不要です。 

 

１・２・３月期を変更する場合    → １１月１６日～１１月末日まで 

４・５・６月期を変更する場合    → ２月１６日～２月末日まで 

７・８・９月期を変更する場合    → ５月１６日～５月末日まで 

１０・１１・１２月期を変更する場合 → ８月１６日～８月末日まで 

※末日が閉館日の場合は、閉館日の前日まで 

 

※ 準会員から正会員へ変更の場合は、常時手続き可能です。 

※ 退会の場合は、希望される期の 前期２ヶ月目末日までに手続きを行ってください。 

ご入会について 

当スクールは１期 3 ヶ月制（１２週）です。（当スクール開講カレンダーでご確認ください） 

お支払いは１ヶ月ごとの口座振替です。 

 

ご入会に必要なもの 

➀入会同意書 

➁口座振替依頼書（銀行用紙） 

➂入会金・初月受講料・システム利用料・教材費 

➃テニスシューズ（本校は室内用）・タオル・飲み物（蓋があるもの）・運動の出来る服装 

 

口座振替依頼書（銀行用紙）は、入会翌月の２０日までにフロントへご提出ください。  

期限内にご提出がない場合、３ヶ月目の月会費（受講料・システム利用料）よりフロントにて 

現金でお支払いいただきます。 

その際、月会費（受講料・システム利用料）と手数料 700 円（税込）/月をいただきます。 

 

口座振替日 金融機関名 

前月２７日（前月） 中国・ゆうちょ 

 

毎月３日（当月） 

みずほ・三井住友・三菱 UFJ・山陰合同・広島・鳥取・百十四・ 

阿波・四国・伊予（広島、岡山県内の支店のみ）・ 

香川・高知・西日本シティ・もみじ・トマト・笠岡信用組合 

 

※ 口座振替日が土・日・祝日に当たる場合は、各金融機関の翌営業日になります。 

※ 口座振替開始後、残高不足・口座変更等により引落不可の場合、請求書を郵送させて 

いただきますので、10 日以内に月会費（受講料・システム利用料）をお支払いください。 

お支払いは、フロントで現金、または、指定の金融機関へ口座振込でお願いします。 

その際、現金の場合は手数料として毎月 700 円（税込）/月をいただきます。 

口座振込の場合、振込手数料はお客様にご負担いただきます。 

※ 納入された受講料は、いかなる理由がございましても返金は致しかねますのでご了承ください。 

 

 

※通知表＋学習冊子 

※H クラスは学習冊子＋レッスンチケット 

※ソフトテニスの教材費はラケット代のみ 



割引制度

割引種類　／　会員証見本 入会金 レッスン料 備　　考
さくら祭典の会員特典です。

【対象】
会員ご本人様とご家族様（同一世帯）

『ときめきプラザ』は、

一般財団法人岡山市勤労者サポートプラザが

提供する福利厚生サービスです。

【対象】

会員ご本人様とご家族様（同一世帯）

公立学校共済組合岡山支部・一般財団法人
岡山県教職員互助組合の福利厚生サービスです。
（岡山県の教職員の方）

【対象】
会員ご本人様とご家族様（同一世帯）

（退職互助部特別会員の方は対象外です。）

一般財団法人　岡山県職員互助会の
福利厚生サービスです。
（岡山県知事部局の職員の方）

【対象】
会員ご本人様とご家族様（同一世帯）

『WELBOX』は、

イーウェルが提供する福利厚生サービスです。

会員証：会員カード、デジタル会員証どちらでも可

【対象】

会員ご本人様とご家族様（同一世帯）

【対象】

親子割引 親子で同一口座をご利用の方

※同住所が確認できるそれぞれの本人確認書類 保護者の方お一人につき、お子様何名でも対象。

（保険証・免許証等）

さくらPLAITNUM　CARD

無　料 なし

ときめきプラザ

無　料 10%OFF

岡山県教職員互助組合

無　料 10%OFF

岡山県職員互助会

無　料 10%OFF

・ＪＴＣクラスは複数受講割引および各種割引対象外です。
・証明書提示後より割引させていただきます。また、証明書は 毎年4月に年度更新として再提示していただきます。
　年度更新時に、提示がない場合は割引対象外となります。

WELBOX

通常料金 10%OFF

通常料金
お子様のみ
10%OFF

・複数受講割引 および 各種割引、キャンペーンとの併用はできません。

見 本

見 本

見 本

見 本

見 本

インターネットサービス 

ご利用登録の手順 

インターネットサービス 

ご利用登録の手順 

インターネットサービス 

ご利用登録の手順 

http://goo.gl/KD8AZj 

柳生園のホームページまたはＱＲコードからアクセスしていただき 

インターネットサービスの登録をよろしくお願いします。 


