
　2022年

　<<スクールスケジュール>>

◆

8月度スクール：8月1～28日 / ジョイフルデー8月29・30日

◆

9月度スクール：9月1～28日 / ジョイフルデー9月29・30日

予定時間＝9:30～11：00

予定時間＝9:30～11：00予定時間＝9:30～11：00

予定時間＝9:30～11：00

◆ゲームを意識して練習しましょう！

予定時間＝15:15～15：55

予定時間＝15:15～15：55予定時間＝15:15～15：55

予定時間＝15:15～15：55 ◆どんどんゲームをしましょう！

 ●募集定員＝8名

　どこにどんなボールを打つのか、

ルールをしっかり覚えよう！！

 ●参加料＝3,000円/1名

　意識次第で結果がかわるかもしれません！

  又は､パーソナルチケット1枚 　※3名以下は中止となります。

　申込締切：前日 / 定員になり次第 　申込締切：前日 / 定員になり次第

予定時間＝9:30～11：00

予定時間＝9:30～11：00予定時間＝9:30～11：00

予定時間＝9:30～11：00

◆ゲームを意識して練習しましょう！

予定時間＝16:00～17：00

予定時間＝16:00～17：00予定時間＝16:00～17：00

予定時間＝16:00～17：00 ◆どんどんゲームをしましょう！

 ●募集定員＝8名

　どこにどんなボールを打つのか、

 ●募集定員＝10名 シングルスを楽しもう！！

 ●参加料＝3,000円/1名

　意識次第で結果がかわるかもしれません！

 ●参加料＝1,500円/1名

  又は､パーソナルチケット1枚 　※3名以下は中止となります。   又は､パーソナルチケット1枚

　申込締切：前日 / 定員になり次第 　申込締切：前日 / 定員になり次第

予定時間＝11:00～12：30

予定時間＝11:00～12：30予定時間＝11:00～12：30

予定時間＝11:00～12：30

◆ゲームを意識して練習しましょう！

予定時間＝17:00～19：00

予定時間＝17:00～19：00予定時間＝17:00～19：00

予定時間＝17:00～19：00 ◆どんどんゲームをしましょう！

 ●募集定員＝8名

　どこにどんなボールを打つのか、

ルールをしっかり覚えよう！！

 ●参加料＝3,000円/1名

　意識次第で結果がかわるかもしれません！

  又は､パーソナルチケット1枚 　※3名以下は中止となります。

　申込締切：前日 / 定員になり次第

対象：ジュニア①、②クラス

　申込締切：前日 / 定員になり次第

予定時間＝20:20～21：40

予定時間＝20:20～21：40予定時間＝20:20～21：40

予定時間＝20:20～21：40

◆ゲームをしましょう！

予定時間＝19:00～20：20

予定時間＝19:00～20：20予定時間＝19:00～20：20

予定時間＝19:00～20：20 ◆どんどんゲームをしましょう！

 ●募集定員＝12名

外部OKです！！

 ●募集定員＝8名 シングルスを楽しもう！！

 ●参加料＝3,000円/1名  ●参加料＝3,000円/1名

  又は､パーソナルチケット1枚 　※3名以下は中止となります。   又は､パーソナルチケット1枚

　申込締切：前日 / 定員になり次第 　申込締切：前日 / 定員になり次第

予定時間＝9:30～11：00

予定時間＝9:30～11：00予定時間＝9:30～11：00

予定時間＝9:30～11：00

◆ゲームを意識して練習しましょう！

予定時間＝17:00～18：00

予定時間＝17:00～18：00予定時間＝17:00～18：00

予定時間＝17:00～18：00 ◆どんどんゲームをしましょう！

 ●募集定員＝8名

　どこにどんなボールを打つのか、

 ●募集定員＝8名 　ゲーム中の動きをアドバイスします！

 ●参加料＝3,000円/1名

　意識次第で結果がかわるかもしれません！

 ●参加料＝1,500円/1名

  又は､パーソナルチケット1枚 　※3名以下は中止となります。   又は､パーソナルチケット1枚

　申込締切：前日 / 定員になり次第 　申込締切：前日 / 定員になり次第

予定時間＝20:20～21：40

予定時間＝20:20～21：40予定時間＝20:20～21：40

予定時間＝20:20～21：40

◆ゲームをしましょう！

予定時間＝18:00～19：00

予定時間＝18:00～19：00予定時間＝18:00～19：00

予定時間＝18:00～19：00 ◆どんどんゲームをしましょう！

 ●募集定員＝12名  ●募集定員＝8名 ルールをしっかり覚えよう！！

 ●参加料＝3,000円/1名  ●参加料＝1,500円/1名

  又は､パーソナルチケット1枚 　※3名以下は中止となります。 　又はパーソナルチケット1枚

　申込締切：前日 / 定員になり次第 　申込締切：前日 / 定員になり次第

予定時間＝19:00～20：20

予定時間＝19:00～20：20予定時間＝19:00～20：20

予定時間＝19:00～20：20 ◆どんどんゲームをしましょう！

 ●募集定員＝12組 ペアを誘って参加してください。

 ●参加料＝1,000円/1ペア 外部の方OKです！！

　申込締切：前日 / 定員になり次第

ゲームを意識して練習しよう

ゲームを意識して練習しようゲームを意識して練習しよう

ゲームを意識して練習しよう

8

内田コーチおまかせレッスン

内田コーチおまかせレッスン内田コーチおまかせレッスン

内田コーチおまかせレッスン

基本練習しましょう

基本練習しましょう基本練習しましょう

基本練習しましょう

対象：基本クラス

対象：基本クラス対象：基本クラス

対象：基本クラス

山本コーチおまかせレッスン

山本コーチおまかせレッスン山本コーチおまかせレッスン

山本コーチおまかせレッスン

ラリー練習をしましょう

ラリー練習をしましょうラリー練習をしましょう

ラリー練習をしましょう

対象：応用クラス

対象：応用クラス対象：応用クラス

対象：応用クラス

山本コーチおまかせレッスン

山本コーチおまかせレッスン山本コーチおまかせレッスン

山本コーチおまかせレッスン

一般スクール

対象：応用クラス

対象：応用クラス対象：応用クラス

対象：応用クラス

ゲーム

ゲームゲーム

ゲーム

ゲームをたくさんしましょう！！

ゲームをたくさんしましょう！！ゲームをたくさんしましょう！！

ゲームをたくさんしましょう！！

対象：応用、実践クラス

対象：応用、実践クラス対象：応用、実践クラス

対象：応用、実践クラス

対象：ゲームクラス

対象：ゲームクラス対象：ゲームクラス

対象：ゲームクラス

シングルス練習会

シングルス練習会シングルス練習会

シングルス練習会

外部の方OKです！！

外部の方OKです！！外部の方OKです！！

外部の方OKです！！

対象：応用、実践クラス

対象：応用、実践クラス対象：応用、実践クラス

対象：応用、実践クラス

コーチおまかせレッスン

コーチおまかせレッスンコーチおまかせレッスン

コーチおまかせレッスン

ラリー練習をしましょう

ラリー練習をしましょうラリー練習をしましょう

ラリー練習をしましょう

ラリーレッスン

ラリーレッスンラリーレッスン

ラリーレッスン

 ●募集定員＝8名

～ ゲームを楽しもう！ ～

～ ゲームを楽しもう！ ～～ ゲームを楽しもう！ ～

～ ゲームを楽しもう！ ～  ●参加料＝1,500円/1名

対象：リトルキッズクラス

対象：リトルキッズクラス対象：リトルキッズクラス

対象：リトルキッズクラス

　又はパーソナルチケット1枚

 ●参加料＝1,500円/1名

ゲームをいっぱいしましょう

ゲームをいっぱいしましょうゲームをいっぱいしましょう

ゲームをいっぱいしましょう

ゲームレッスン

ゲームレッスンゲームレッスン

ゲームレッスン

2時間めいっぱい

2時間めいっぱい2時間めいっぱい

2時間めいっぱい

ゲーム練習会

ゲーム練習会ゲーム練習会

ゲーム練習会

ゲームレッスン

ゲームレッスンゲームレッスン

ゲームレッスン

ゲーム練習

ゲーム練習ゲーム練習

ゲーム練習

対象：キッズクラス

対象：キッズクラス対象：キッズクラス

対象：キッズクラス

 ●募集定員＝12名

対象：ジュニアマスタークラス

対象：ジュニアマスタークラス対象：ジュニアマスタークラス

対象：ジュニアマスタークラス

ゲーム練習

ゲーム練習ゲーム練習

ゲーム練習

ゲームレッスン

ゲームレッスンゲームレッスン

ゲームレッスン

～ ゲームを楽しもう！ ～

～ ゲームを楽しもう！ ～～ ゲームを楽しもう！ ～

～ ゲームを楽しもう！ ～

対象：ジュニア②クラス

対象：ジュニア②クラス対象：ジュニア②クラス

対象：ジュニア②クラス

ソフトテニスマッチ練習会

ソフトテニスマッチ練習会ソフトテニスマッチ練習会

ソフトテニスマッチ練習会

対象：中学生ソフトテニス

対象：中学生ソフトテニス対象：中学生ソフトテニス

対象：中学生ソフトテニス

ペアで参加してゲーム練習

ペアで参加してゲーム練習ペアで参加してゲーム練習

ペアで参加してゲーム練習

ゲームレッスン

ゲームレッスンゲームレッスン

ゲームレッスン

ゲームを意識して練習しよう

ゲームを意識して練習しようゲームを意識して練習しよう

ゲームを意識して練習しよう

対象：ジュニア①クラス

対象：ジュニア①クラス対象：ジュニア①クラス

対象：ジュニア①クラス

ジュニアクラブ

『ジョイフル『ジョイフル『ジョイフル『ジョイフル❤❤❤❤イベント』 イベント』 イベント』 イベント』 ご案内ご案内ご案内ご案内月度

月度月度

月度

★  Joyful day & Thank you sunday

　　　　　　～ イベント参加で、テニススクールライフに "魅力" をプラス♪ ～

あなたは 

あなたは あなたは 

あなたは 競技派?!

競技派?!競技派?!

競技派?!　

　　

　社交派?!

社交派?!社交派?!

社交派?!　気になるイベントをチェック！

　気になるイベントをチェック！　気になるイベントをチェック！

　気になるイベントをチェック！

『パーソナルチケット』

『パーソナルチケット』『パーソナルチケット』

『パーソナルチケット』で､お得にご参加いただけます。

で､お得にご参加いただけます。で､お得にご参加いただけます。

で､お得にご参加いただけます。

Fun day in tennis.

7/10受付開始
受付開始受付開始

受付開始 !!

30日日日日
（火）（火）（火）（火）

29日日日日
（月）（月）（月）（月）

8

88

8月

月月

月31

3131

31日（水）はコーチ研修会のため

日（水）はコーチ研修会のため日（水）はコーチ研修会のため

日（水）はコーチ研修会のため

レッスンは中止とさせて頂きます。

レッスンは中止とさせて頂きます。レッスンは中止とさせて頂きます。

レッスンは中止とさせて頂きます。

なお営業時間は

なお営業時間はなお営業時間は

なお営業時間は18

1818

18時までとなるので

時までとなるので時までとなるので

時までとなるので

ご注意ください！

ご注意ください！ご注意ください！

ご注意ください！

商品購入

ご家族

ご友人に

プレゼント

ITC姉妹校

での利用

一部施設を除く

プラス１

レッスン

レンタル

コート

プライ

ベート

レッスン

ジョイフル

イベント

スクール

大会

パーソナルチケットは、さまざまなメニューで使える！

パーソナルチケットは、さまざまなメニューで使える！パーソナルチケットは、さまざまなメニューで使える！

パーソナルチケットは、さまざまなメニューで使える！

～

～～

～ あなたの

あなたのあなたの

あなたの "

""

"テニスの楽しみ方

テニスの楽しみ方テニスの楽しみ方

テニスの楽しみ方" 

" " 

" に合わせてご利用下さい♪

に合わせてご利用下さい♪に合わせてご利用下さい♪

に合わせてご利用下さい♪ ～

～～

～

ジョイフルイベントのご予約は

お電話、又は 『べんりカモ』より！

※一部べんりカモをご利用頂けない場合があります。


