★ Thank you Holiday & Joyful day ❤

2022年

6

月度

『サンキューホリデー＆ジョイフルデーイベント』
「キッズ・ジュニア・ソフト」用 ご案内

★ジョイフルデー★

▼サンキューホリデー
★キッズ★
ラリーレッスン
〜 ラリーを沢⼭︕ 〜

対象︓キッズ
★ジュニア★
ラリーレッスン
〜 ラリーを沢⼭︕ 〜

対象︓ジュニア
★キッズの部★
カエルカップ
〜 試合にチャレンジ〜

対象︓キッズ
★ジュニアの部★
カエルカップ
〜 試合にチャレンジ〜

対象︓ジュニア
ソフトテニス
ゲーム練習会
〜 ダブルス練習 〜

対象︓ソフトテニス在籍者

▼ジョイフルデー

■予定時間＝14︓30〜15:30
■送迎バス有り。（要予約）
●募集定員＝8名
●参加料＝1,300円/1名
又は､パーソナルチケット1枚

担当︓福井コーチ
◆通常のレッスンよりラリーを
多く⾏います。
※2名以下の場合は30分レッスン
になります。
申込締切︓開催⽇1⽇前

■予定時間＝15:30〜16:30 担当︓福井コーチ
■送迎バス有り。（要予約）
◆通常のレッスンよりラリーを
多く⾏います。
●募集定員＝8名
※2名以下の場合は30分レッスン
●参加料＝1,800円/1名
になります。
又は､パーソナルチケット1枚
■予定時間＝12:30〜13:30
■送迎バス有り。（要予約）
●募集定員＝8名
●参加料＝1,300円/1名
又は､パーソナルチケット1枚
■予定時間＝13:30〜14:50
■送迎バス有り。（要予約）
●募集定員＝8名
●参加料＝1,800円/1名
又は､パーソナルチケット1枚
■予定時間＝19:00〜20:20
■送迎バス有り。（要予約）
●募集定員＝各10名

申込締切︓開催⽇1⽇前

◆初めて試合に出場するお子様を対象に
試合を開催いたします。
マナーやルールも指導させて頂きます。
※3名以下の場合は30分レッスン
になります。
担当 井上C

申込締切︓開催⽇1⽇前

担当︓⻑郷コーチ
◆ゲームに慣れる為にたくさんゲームを
⾏いラリー練習も⾏います。
※2名以下の場合、60分となります。

●参加料＝1,800円/1名
又は､パーソナルチケット1枚

〜ラリー＆ゲームを沢⼭︕〜

対象︓キッズ

★ジョイフルデー★

申込締切︓開催⽇1⽇前

❤ Enjoy & Improve!

ユニバー神⼾テニス倶楽部

キッズコース︓中村C
通常のレッスンより、ラリー
＆ゲームが多めのレッスン
になります。

●募集定員＝各8名

送迎バス有り。（要予約）
●参加料＝キッズ1,300円/1名 ※2名以下の場合は30分レッスンになります。

又は､パーソナルチケット1枚
※参加⼈数により、変更・中⽌になる場合あり。

■予定時間■
17:30〜18:50

〜ラリー＆ゲームを沢⼭︕〜 ●募集定員＝8名

対象︓ジュニア

申込締切︓開催⽇1⽇前

ジュニアコース︓中村C
通常のコースのレッスンを5回目
として⾏います。いつもより、ラリー
＆ゲームが多め♪

♬みんな集まれ〜♬

※ジュニアは、3名以下の場合は60分になります。

送迎バス有り。（要予約）
●参加料＝ジュニア1,800円/1名

又は､パーソナルチケット1枚
お友達紹介キャンペーン！

申込締切︓開催⽇1⽇前

◆初めて試合に出場するお子様を対象に
試合を開催いたします。
マナーやルールも指導させて頂きます。
※4名以下の場合は60分レッスン
になります。
担当 福井C

♬みんな集まれ〜♬

■予定時間■
16:30〜17:30

申込締切︓開催⽇1⽇前

「W受講してみませんか？」
1クラスでは物足りない、もっとボールを打ちたい
そのような方は・・・
もう1クラス「追加受講」してみませんか？
なんと、追加クラス受講料が
「半額」になります！

お友達を紹介してください。
●「体験レッスン」に紹介して頂くと「商品券500円」進呈
●紹介者・体験者共に、景品が当たる「抽選会」に参加OK
●初心者…ビギナーキッズ・ソフトクラスに「おためしスク
ール」1か月4回無料！！
●経験者…1か月4回3,000円でご優待！！

★ Thank you Holiday & Joyful day ❤

2022年

6

月度

『サンキューホリデー＆ジョイフルデーイベント』
「一般クラス」用 ご案内
★ショット集中レッスン★ ■予定時間■
〜 基本をみっちり 〜

対象︓ビギナー・基本

15:00〜16:00
●募集定員＝6名
●参加料＝2,300円/1名
又は､パーソナルチケット1枚

★ショット集中レッスン★ ■予定時間■
ボレー編
〜 実戦的にチャレンジ 〜

対象︓応用・ゲーム・実戦

16:00〜17:00
●募集定員＝6名
●参加料＝2,300円/1名
又は､パーソナルチケット1枚

★ショット集中レッスン★ ■予定時間■
ストローク編

15:00〜16:00

〜 基本をみっちり 〜

●募集定員＝6名

対象︓ビギナー・基本

又は､パーソナルチケット1枚

ストローク編

16:00〜17:00

〜 実戦的にチャレンジ 〜

●募集定員＝6名
●参加料＝2,300円/1名
又は､パーソナルチケット1枚

★ヒッティングレッスン★ ■予定時間■
サーブレシーブ編

15:00〜16:00

〜サーブ＆レシーブの安定〜 ●募集定員＝6名

対象︓基本

申込締切︓開催⽇1⽇前

担当︓福井コーチ
◆実戦的なショットのボール出し
中⼼のレッスンになります。
※1名の場合は30分レッスン
申込締切︓開催⽇1⽇前

担当︓福井コーチ
◆基本のボール出し中⼼のレッスン
になります。
※1名の場合は30分レッスン

●参加料＝2,300円/1名
又は､パーソナルチケット1枚

担当︓福井コーチ
◆ボール出しサーブ練習後、サーブからの
ラリーを中⼼にレッスンを⾏います。
※2名以下の場合は30分レッスン

サーブレシーブ編

対象︓ゲーム・応用

★ジョイフルデー★

●募集定員＝6名
●参加料＝2,300円/1名

送迎バス有り。（要予約）

又は､パーソナルチケット1枚

■予定時間■
9:30〜10:50

申込締切︓開催⽇1⽇前
基本コース︓福井C ゲームコース︓宮野C
通常のコースのレッスンを5回目として⾏います。
4回では⾜りない方は、是非是非︕︕

♬みんな集まれ〜♬
〜ラリー＆ゲームを沢⼭︕〜 ●募集定員＝8名

対象︓6⽉在籍者

★ジョイフルデー★
フリーダブルス

※3名以下の場合は60分になります。

●参加料＝2,300円/1名 又は､パーソナルチケット1枚
※参加⼈数により、変更・中⽌になる場合あり。

■予定時間■
11:00〜12:30

申込締切︓開催⽇1⽇前

担当コーチ︓福井C
◆いろいろな方とペアを組みかえながらタイム
マッチで試合を⾏います。ひたすら試合をやりた
い方は是非♡
※3名以下の場合は60分になります。

コーチも⼊って︕︕
〜 みんなでワイワイテニス 〜 ●募集定員＝8名

●参加料＝2,300円/1名

★ショット集中レッスン★ ■予定時間■

対象︓応用・ゲーム・実戦

担当︓福井コーチ
◆基本のボール出し中⼼のレッスン
になります。
※1名の場合は30分レッスン

■予定時間■

★ヒッティングレッスン★ 16:00〜17:00

〜サーブ＆レシーブの安定〜

▼サンキューホリデー
ボレー編

▼ジョイフルデー

申込締切︓開催⽇1⽇前

担当︓福井コーチ
◆実戦的なショットのボール出し
中⼼のレッスンになります。
※1名の場合は30分レッスン

対象︓基本・ゲーム・応用

●参加料＝2,300円/1名 又は､パーソナルチケット1枚
※参加⼈数により、変更・中⽌になる場合あり。

申込締切︓開催⽇1⽇前

お友達紹介キャンペーン！
申込締切︓開催⽇1⽇前

「W受講してみませんか？」
担当︓福井コーチ
◆ボール出しサーブ練習後、サーブからの
ラリーを中⼼にレッスンを⾏います。
※2名以下の場合は30分レッスン
申込締切︓開催⽇1⽇前

❤ Enjoy & Improve!

ユニバー神⼾テニス倶楽部

1クラスでは物足りない、もっとボールを打ちたい
そのような方は・・・
もう1クラス「追加受講」してみませんか？
なんと、追加クラス受講料が
「半額」になります！

お友達を紹介してください。
●「体験レッスン」に紹介して頂くと「商品券500円」進呈
●紹介者・体験者共に、景品が当たる「抽選会」に参加OK
●初心者…ビギナーキッズ・ソフトクラスに「おためしスク
ール」1か月4回無料！！
●経験者…1か月4回3,000円でご優待！！

