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BEAR’S 

ベアーズテニススクール スクール受講のしおり 

  
１１．．  おお得得なな制制度度ののおお知知ららせせ  

スクール生のみなさんの充実したテニスライフを応援するため、次のようなお得な制度をご

用意しております。是非ご利用ください。 
なお、この他にもいろいろと楽しめる企画、テニス用品キャンペーン等を随時ご用意させて

いただきますので、クラブハウス掲示板をチェックするようにしてください。 
 
１．口座引き落とし制度 

当テニススクールでは、口座引き落とし制度を導入しております。この制度をご利用い

ただきますと、スクール受講料を一ヶ月単位（1 期分分割）での無理のないお支払いと

することができます。制度詳細、ご利用方法については「スクール受講料 口座引き落

とし制度のご案内」をご覧ください。 
 

２．週２割引制度 
格安な受講料で週２回のレッスンを受けることができます。週１回のレッスンに比べ、飛

躍的に実力を伸ばすことができます。 
受講料金は、「受講希望クラスの高い受講料＋￥１０，8００」となります。 
【 例 】 
平日昼間（￥19，44０）とナイター（￥20，52０）を受講する場合 

   ￥20，52０ ＋ ￥１０，8００ ＝ ￥３1，32０ 
 
３. Ｊ２・３受け放題コース 

やる気満々の、テニスに燃えている、やるキッズのための特別コース。通常の受講料

に￥１6，20０プラスで、J2 クラス内で１期間（申込期内）毎日受講できるコースです。 
 
４．家族割引制度 

休日に家族でテニスというのもいいものではないでしょうか。こんな方のために、家族割

引制度をご用意いたしました。この制度をご利用いただくと、「￥１，620／一人」の割引

を受けることができます。 
【 例 】 
家族３人（夫婦＋こども１人）で受講された場合、￥４，860 もお得になります。 

 
５．家族間で振替を共有制度 
ご家族でスクールを受講されていれば、家族間で振替を共有できます。 
使用基準 
○1E

Aショート・ジュニア１の振り替え残 2 回分で、一般クラス１回の消化 
A○2E

Aジュニア２・一般クラスの振替は１対１の消化 
A○3E

A一般クラスの振り替え分をショート・ジュニア１で使用の場合も１対１の消化 
 

6．ファミリープラン 
両親どちらか１名の登録で、お父さんでもお母さんでもどちらでも受講できます。 
例えば、今週はお父さんが受講して来週はお母さんが受講したり、先週お休みしたの 

 で今週はお父さんお母さん２人で受講したり、受講期間８週間（９週間の期もあります）の

間にご両親合わせて８回であればどちらが何回受講してもＯＫ！ 
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さらに、ファミリープラン申込みのお子様とも振替が共有できるのでお子様が休んでも

その分ご両親そろって受講するなどもできます。 
ですから、実質１期間１６回（９週期は１８回）を家族３名で受講可能になります！ 
そしてまだまだお得が！ 

「両親合わせて８回では物足りないお父さんお母さん２人共毎週受講したい」 
そんな場合はファミリープラン料金￥2.4840＋￥10.800 で親１名８回がプラスできます。 
「我が家は子供２名で受講さらにファミリープランに申し込みたい」 
そんな場合は通常ファミリープラン料金￥24.840（お子様１名＋両親）＋お子様１名料

金￥10.800＝￥35.640 のところ、お子様１名￥1.620 ずつ割引で、なんと！￥32.400 
家族割引制度もしっかり適用でとってもお得！！ 

 
７．フリーチケット 

「仕事の都合で、毎週決まった日に受講できない。」「週１回では、ちょっと物足りな

い。」という方のために、フリータイムチケットをご用意しております。 
このチケットをご購入いただきますと、振り替えの要領で、いつでも好きな時間にレッス

ンを受講することができます。（スクール生を対象となります。） 
 

８．スクール生紹介制度 
当スクールにお友達・ご家族をご紹介ください。ご紹介いただき、入校されますと、紹介

していただいた方（在校生）には、商品券かレッスン券（１レッスン）を、紹介された方（新

規生）には、登録料（￥２.１6０）を OFF とさせていただきます。 
 
９．レンタルコート割引 

スクールで出会った仲間同士でテニスっていうのも楽しいものです。当スクールでは、

次のようなレンタルコート割引を行っています。 
○ スクール生同士でプレー      ・・・ 通常料金の５０％ off 
○ スクール生とその仲間でプレー ・・・ 1 時間レンタルで 270 円 off 

２２．．  受受講講変変更更  
下記事項に関しては、締切日までに「受講変更届」をクラブフロントへご提出ください。 
なお、電話でのご連絡はお取り扱いいたしません。 
 
１． 休会 

１期以上スクールをお休みになる場合。 
２． 復帰 

休会後、もう一度当スクールを受講する場合。 
３． 受講クラス変更 

受講するクラスを変更する場合。 
４． 退会 

転居等の理由で、今後当スクールを受講の予定がない場合。 
 

【 締切日 】 
  口座振替の場合 ： 翌期が始まる前月５日までにご提出ください。 
  現金の場合    ： 翌期が始まる１週間前までにご提出ください。 



 

 

BEAR’S 

ベアーズテニススクール スクール受講のしおり 

 

３３．．  振振替替のの取取りり扱扱いい  
●振替方法 

○ 振替受講をされる方は、事前にクラブフロントで予約を行ってください。（TEL 可） 
○ 各クラスとも定員になり次第締め切りさせていただきますので、ご予約はお早めにお

願いいたします。 
【定員】 

コート コーチ 定員 
１面 １人 １０人 

 ２人 １２人 
２面 １人 １４人 

 ２人 １６人 
 

○ 平日昼間・ナイター・土日は料金が異なりますので、平日昼間からナイター・土日へ

振り替える場合はその差額を負担頂きます。 
ただし、特別クラス（２h）への振替は原則できません。 
（特別クラスから平日・ナイター・土日クラスへの振替は行えます。） 

○ 「ショート、Jr1、Jr２・３」クラス受講の場合は、同一コース内でのみ振替することが

できます。 
ただし、「Jr２・３」クラス受講の場合で、受講可能なバッチの色がない場合のみ、E
時間の一般クラスへ振替することができます。 

 
 
 
 

●振替規程 
１．自己都合による振替 

○ 自己都合による振替は回数無制限と致します。ただし平日昼間から土・日・ナイタ

ーに振り替える場合は料金の差額を負担していただきます。 
○ 同一期内で振替を消化できない場合、翌期へ繰り越す事ができませんので、必ず

期内ですべてのレッスンを消化いただきますようお願いします。 
（事前に休むことが判っている場合は、先付けでレッスンを受講することも可能で

す。） 
 

２．天候不順による振替 
○ 天候不順による振替は、期内何回でも可能です。 
○ 天候不順によるスクール開講の決定は、開始６０分前に行います。自己判断せずに、

必ずクラブフロントへお問い合わせください。 
○ レッスン開始後、雨が降ってきた場合は、次のとおり取り扱います。 

９０分レッスン ・・・ 開始６０分で成立。 
６０分レッスン ・・・ 開始４０分で成立。 
（それ以前に中止した場合は天候不順による中止扱いとします。） 

○ 同一期内で天候不順による振替を消化できない場合、次の通り取り扱います。 
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◆４週目までの分 
翌期へ繰り越す事ができませんので、必ず期内で消化いただきますようお願い

します。 
◆５週目以降の分 

翌期へ継続してご加入いただく場合に限り、翌期へ繰り越すことが出来ます。

ただし、翌期の４週目までに消化できなかった場合は、その権利が消滅します

ので、必ず翌期の４週目までに消化いただきますようお願いします。 
（注意１） 
 翌期へ繰り越しできるのは、５週目以降の正規クラスが天候不順により振替と

なった場合のみとなります。したがって、「自己都合による振替」「４週目までの

天候不順による振替」を５週目以降に行い、そのクラスが天候不順により中止と

なっても翌期へ繰り越すことができません。 
 
（注意２） 
 翌期へ継続してご加入いただけない場合、翌期へ繰り越すことができません

ので、必ず期内で消化いただきますようお願いします。 
 

３．クラブ都合による振替 
○ クラブ都合による振替とは、次のような場合を言います。 

・ 平日（火～金）が祝祭日と重なった場合、スクールは休講となります。 
・ その他、当クラブが定めた日（その都度ご連絡いたします。）も、スクールは休

講となります。 
○ 取り扱いは「２．天候不順による振替」に準じます。 

 

４４．．  けけががのの取取りり扱扱いい  
(ア) 応急処置 

必要な応急処置をいたしますので、コーチもしくはクラブフロントへお越しください。た

だし、事故責任は一切負いかねますのでご了承ください。 
 
(イ) テニス保険 

受講料にはテニス保険の保険料が含まれております。 
レッスン中に怪我をして医者へ通う場合は、すぐにクラブフロントで所定の手続きを行っ

てください。 
（手続きが遅延する場合、保険がおりない場合がありますので十分ご注意ください。） 

 
(ウ) レッスンの取り扱い 

傷病により長期間（４週間以上）にわたりレッスンを休む場合は、早急にご連絡のうえ、

所定の手続きをおとりください。 
 ○ レッスン中の事故の場合 

 ・・・ 残りの期間に対して補講券を発行いたします。 
 ○ レッスン中以外の事故の場合 

 ・・・ 事情を考慮し、補講券を発行するか検討いたします。 
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５．その他 
(エ) 登録料の取り扱い 

スクールに継続してご加入いただいている場合は無期限とします。 
更新日（スクールカードに記載）時以降に休校・退会の方が、再度ご入会される場合で

も登録料は、必要ありません。但し更新日を過ぎて休会・大会中にレンタルコートご利

用の場合は、一般料金となります。 
 

(オ) レッスン受講者が一人の場合の受講時間 
レッスン受講者がお一人の場合、受講時間が１時間となります。 
（ジュニアクラスは、通常どおりの時間となります。） 

 
(カ) レッスンに遅刻した場合 

準備体操を一緒にできなかった場合は、各自で十分にストレッチを行ってからレッスン

を受講してください。 
 
(キ) レッスンを欠席する場合 

レッスンを欠席する場合は、その旨クラブフロントへご連絡ください。 
 
(ク) 荷物の管理 

荷物は、更衣室内のロッカーへ入れる、もしくはコート内のベンチへお持ちいただき、

各自で管理ください。なお、紛失・盗難の場合には責任を負いかねますのでご了承く

ださい。 
 

(ケ) 忘れ物 
忘れ物はクラブフロントでお預かりしています。お早めにお引取りをお願いします。なお、

原則として２ヶ月経過したものは処分させていただきますのでご了承ください。 
 

(コ) コート内への立ち入り 
受講生以外のコート内への立ち入りは、事故防止の為禁止しております。 
 

(サ) 各種お知らせ 
スクールのお知らせは、クラブハウス内に掲示します。当クラブを訪れた際は、必ず目

を通すようにしてください。 
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５５．．  保保護護者者のの皆皆様様へへ  
 

(ア) 当テニススクールではこども達の体の発育に合わせて、「ショートテニスは基礎運動能

力の向上」「Jr1 は全身の運動能力の向上」「Jr２・３は敏捷性の向上・筋力アップ」を考

慮したカリキュラムを組んでおります。 
トレーニングを行うことから、一見、テニスに関係のないレッスンを行っているように見え

るかもしれませんが、本人の可能性を広げるためのものです。ご理解のほどお願いしま

す。 
 

    【ジュニアコースにおけるレッスン目標】 
○ ショートテニス（５歳～小学２年生） 

テニスを始める第一歩として、テニスコートに来るのが楽しくなるようなレッスンを目

指します。 
また、非力なこどもでも打てるように少しやわらかいボールを使用し、ボールに慣れ

親しみながら基本動作の習得を行います。 
 

○ Jr1（小学３年生以上） 
本格的にスポーツとしてのテニスを楽しめるように、基本動作の習得はもちろん、身

体能力のアップも同時に行っていきます。 
また、テニスを通じて、厳しくても諦めないチャレンジャースピリットをはぐくむ指導を

目標としています。 
 

○ Jr２・３（中・高校生） 
基本動作を学びながら、技術力や試合力（覚えた技術をどう使うか）の向上を目指

します。 
また、中学生は敏捷性の機能の発達が著しい時期なので、敏捷性アップの為のト

レーニング（ダッシュ等）を行い、高校生は筋力アップに最も適した時期なので、筋

力トレーニングを行います。 
 

(イ) 個人差や始める時期の違いなどからスムーズに上達していかないのが現実です。私達

大人のペースやレベルで考えてしまうと、こどもへの大きな期待から「どうしてできない

のか！！」とせっかちになりがちです。そんな時は、長い目で本人が楽しく、やる気に

なるのを見守ってあげてください。ゆっくりですが、着実にテニスを身につけ、それ以外

にも大きな可能性を膨らませ続けてくれるはずです。 
 
(ウ) テニスは思いのほかハードなスポーツです。体調の悪いときは無理に来させず振替レ

ッスンを受講させてください。無理に来ても、テニスも身につかず、怪我をする原因にさ

えなります。 
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