
お問い合せ、ご質問、ご相談などございましたら、お気軽にフロントまたはコーチにお尋ねください。
随時、無料体験レッスンを受付しています。ぜひ、お問い合せください。（要予約）　　０９６-３１９-９０００

・クラス受講の方は、次クールより口座引落となりますので、口座開設の手続きをしてください。
・チケット受講の方は、次年度より登録料が口座引落となりますので、口座開設の手続きをしてください。

〈入会手続き以降のお支払い〉
・クラス受講の方は、次クールより自動継続となりますので、開設口座より１ヶ月分(4回分)ずつを

毎月　前月２８日に引落させていただきます。
・フリーチケット受講の方は、その都度　現金にてチケットをご購入ください。

(税込22,680円)

〈入会手続き〉
・必要なもの

①登録料　②受講料 1クール分、またはチケット料金　③通帳　④通帳届出印鑑
※クラス受講で、５回目以降に途中入会の場合、次クール分までのお支払いとなります。

・申込用紙に必要事項をご記入の上、登録料・受講料・またはチケット料金を現金にてお支払いください。

ジュニア ２，３００円 (税込2,484円) １１，０００円 (税込11,880円) ２１，０００円

(税込28,080円)

土・日・ﾅｲﾀｰ ３，０００円 (税込3,240円) １４，５００円 (税込15,660円) ２８，０００円 (税込30,240円)

平日昼間 ２，８００円 (税込3,024円) １３，５００円 (税込14,580円) ２６，０００円

(税込16,200円)

〈フリーチケット受講〉
・随時入会できます。
・クラスレベルのみ登録し、予約により自由受講できます。
・料金

１回券（当日） ５回券（２ヶ月間） １０回券（4ヶ月間）

ジュニア １，７００円 (税込1,836円) ８，０００円 (税込8,640円) １５，０００円

(税込21,600円)

土・日・ﾅｲﾀｰ ２，４００円 (税込2,592円) １１，５００円 (税込12,420円) ２２，０００円 (税込23,760円)

平日昼間 ２，２００円 (税込2,376円) １０，５００円 (税込11,340円) ２０，０００円

・エキストラチケット―クラス受講の方でもっと練習されたい場合、追加受講にご利用ください。(要予約）

１回券（当日） ５回券（２ヶ月間） １０回券（4ヶ月間）

×２回払い

ゲーム（Ｇ）　 （120分） ２２，４００円 (税込24,192円)  月々　１１，２００円 (税込12,096円) ×２回払い

×２回払い

平日昼間　 （80分） １７，６００円 (税込19,008円) 月々　８，８００円 (税込9,504円) ×２回払い
一般

AＢ　 （60分） １６，０００円 (税込17,280円) 月々　８，０００円

土・日・ﾅｲﾀｰ　 （80分） １９，２００円 (税込20,736円)

×２回払い

J2E (80分） １５，２００円 （税込16,416円） 月々　７，６００円 （税込8,208円） ×２回払い

（60分） １３，６００円 (税込14,688円)

⇒

月々　６，８００円 (税込7,344円)

(税込8,640円)

月々　９，６００円 (税込10,368円)

・料金～１クール（２ヶ月　８回分）

ジュニア

ＪＫ　 （60分） １２，０００円 (税込12,960円) 月々　６，０００円 (税込6,480円) ×２回払い

J１～Ｊ2

〈クラス受講〉
・１クール～２ヶ月　週１回　計８回制です。年間６クール行います。
・クラスに空きがあれば、随時入会できます。
・クラス表より、①曜日　②時間　③クラスを決め、週１回そのクラスを受講していきます。
・登録クラスのご都合が悪い場合、他の同レベルクラスに振替受講できます。 (詳しくは受講上の注意をご覧ください。)

　　　　DIVOインドアテニススクール　料金のお知らせ
〈登録料〉

・年間登録制です。登録により、いつでもいろいろなスタイルでスクールを受講することができます。
・年度開始月は５月です。７月以降入会の方は、残りクール分となります。
・２年目以降は毎年４月末に口座引落となります。

年間登録料 ３，０００円 (税込3,240円)



　　　・プロショップ商品券は退会後は使用できません。

　　　・スクールの秩序を守り、その他詳細事項に関してはスタッフの指示に従ってください。

　　　・無料レンタルラケット・シューズを取り揃えております。初心者の方、お忘れになった方は、お気軽に

　　　　お申し出ください。

　　　・事故防止には、細心の注意を払っています。レッスン中の事故に関しまして、応急処置はいたしますが、

　　　　その後の責任は負いません。ご了承ください。

　　　・レッスン間のコート使用は禁止です。

　　　・納入された料金の払い戻しはできません。

　　　　発行ご希望の際は、フロントまでお申し出ください。

　　　　なお、プロショップ商品券の使用期限は、振替はお休みした日、チケットは受講期限日から１年間となります。

　　　・各チケットは、ご夫婦・ご兄弟で共用できます。

　　　・ご都合により口座開設いただけない場合は、クールが切り替わる前月の１０日までに、１クール分を現金

　　　　にて前納してください。遅れますと在籍がなくなりますのでご注意ください。

　　　・強化ジュニア、及びＴクラスの受講にはコーチの承認が必要です。

　　　・印字消滅や紛失・盗難の場合、再発行手数料が５４０円かかります。

　〈その他〉

　　　・振替・チケットでの受講は共に、定員制ですので、必ずご予約ください。

　　　・振替・チケットでの受講は共に、平日昼間から土・日・ﾅｲﾀｰへ変更する場合、４３２円となります。

　　　・振替・チケットでの受講は共に、受講期限を過ぎた場合、１ヶ月間は４３２円にて受講できます。

　　　・振替・チケットでの受講は共に、受講期限を過ぎた場合、プロショップ商品券としてお買い物にご利用できます。

　　　・入会時、または初回レッスン時にメンバーズカードを発行します。本カードは毎回レッスン前にフロントに

　　　　出してください。レッスン終了時にお返しします。

　　　・受講料などのお支払いやプロショップでのお買い物時に、ご提示ください。ポイントが貯まります。また、ポイント

　　　　はプロショップでのお買い物にご利用いただけますので、いつでもお申し出ください。

　　　・本カードは熱に弱いので車中などに置かれないようにしてください。高温による印字の消滅や、紛失・盗難の

　　　　場合、ポイント不明のため、それまでのポイントは無効となります。保管には充分ご注意ください。

　〈復会〉

　　　・１クール以上休会された方が、再度受講されることを指します。

　　　・クラスに空きがあれば、随時復会できます。

　　　・所定用紙にご記入の上、１クール分を現金でお支払いください。次クールより引落となります。

　　　　なお、途中入会の場合は、残り回数分の料金をお支払いください。

　〈会員カード〉

　　　・手続きは、クールが切り替わる前月の１0日までに、所定用紙にご記入の上、フロントまで提出してください。

　　　・進級に関しましては、担当コーチよりお知らせします。ご質問などある場合は、担当コーチにご相談ください。

　〈休会・退会〉

　　　・休会・退会は、クール(2ヶ月)ごとの受付となります。クールの途中ではできません。

　　　・手続きは、クールが切り替わる前月の１０日までに、所定用紙にご記入の上、フロントまで提出してください。

　　　・休会は、登録が自動継続となりますので、毎年４月末に登録料引落となります。

　　　　クールをまたぐ場合はこの限りではありません。受講クール内となります。

　　　・あらかじめお休みがわかっている場合、同クール内であれば、先に振替受講することができます。

　　　・受講クラスより上のクラスへの振替受講はできません。

　　　・早目の欠席連絡は、振替受講の受け入れ枠が多くなりますので、皆様のご協力をお願いします。

　〈クラス変更・進級〉

　　　・クラス変更・進級は、クール(2ヶ月)ごとの受付となります。クールの途中ではできません。

DIVOインドアテニススクール　受講上の注意

　〈振替〉

　　　・レッスン開始後の欠席連絡、また無断欠席は、振替受講できません。

　　　・レッスン開始前までに、欠席連絡をされた場合、振替受講することができます。

　　　・振替受講の有効期限は、お休みの日から３ヶ月間です。ただし、次クールを休会、退会された場合で、



・・・人にやさしい便利な特典をいろいろ用意しております。

　　１．半期（半年）おきにＮＥＷシューズプレゼント!!

　　２．しかも、入会特典としてラケット＆シューズプレゼント!!

　<ＤＩＶＯビギナーズクラブ>

　　高い目標を持とう!!

　　１．１期（２ヵ月）終了毎にひとつ上のクラスに無料チャレンジ体験!!

　　１．スクール受講料及び、チケットが半額!!

　　２．しかも、ポイントもたまります!!

　　３．そして、プロショップの商品が会員価格よりさらに１０％ＯＦＦ!!

　<ＤＩＶＯキッズサポートクラブ>

　　キッズクラス入会対象者手ぶらでＯＫ!!

スクール便利特典

　<エスプーンゴールドパス>

　　６０才以上対象。６０才以上の方ならどなたでもお申込できます！



クラス 時間 定員 対象 テーマ

AB ６０分 １０名   初めてテニスをされる方   ラケットやボールに慣れてテニスの楽しさに触れましょう！

  スポーツをしたことがない方

A１ ８０分 １０名   基本を習ったことがない方   楽しくゆっくりと基本のショットを身に付けていきます

A２ ８０分 １０名   基本を習ったことがある方   ラリーの楽しさ、ゲームの楽しさを覚え、基本のショットを

  久しぶりの方   身に付けていきます

A３ ８０分 １０名   基本が身に付いている方   ゲームの中での様々なショット、フォーメーションをじっくりと

  身に付けていきます

A４ ８０分 １０名   全てのショットをある程度のレベルで   ゲームの中での様々なショット、フォーメーションを

  打つことができる方   より実践の中で磨いていきます

Ｔ ９０分 １2名   トーナメントクラス   試合の為の技術、戦術、フォーメーションを総合的に身に付け

  コーチの承認が必要です   磨いていきます

  よりハードな動きの中で実践的に練習していきます

　

クラス 時間 定員 対象 テーマ

JK ６０分 ８名   テニスを初めて習う　  いろいろなボールや器具を使い楽しくボール感覚を

  園児～小学校低学年   身につけます

J１ ６０分 １０名   テニスを初めて習う　   子供たちの初心者クラスです

  小学校中学年～中学生   簡単なラリーが続くことを目標とします

J２ ６０分 １０名   テニスを習ったことのある   競技としてのテニスを練習します

  小学校中学年～中学生   ゆっくりとラリーが続くことを目標とします

J２Ｅ ８０分 １０名   基本が身に付いてゆっくりラリーが続く   試合に向けて、より競技としてのテニスを練習します

  小学校中学年～中学生   ある程度のスピードでラリーが続くことを目標とします

JP ― ―   選抜された強化指定選手   試合で勝つための精神・技術・体力を本格的に

  コーチの承認が必要です   育成していきます

DIVOインドアテニススクール　　クラス紹介　

【一般クラス】

【ジュニアクラス】



定員 時間

 主にペア練習

 レッスンの他、３０分のゲーム練習ができます

 シングルスに必要なショットやゲーム展開を

 ダブルスに必要なショットやゲーム展開を

 クラスです

 楽しむサークルです

 故障のリハビリを練習の前後にセットして行います

月会費　５，０００円（税込５，４００円） ☆：ゴールドパス対象外

・最新式のトレーニング機器でコンディショニング作り
・故障箇所のリハビリ
・パーソナルトレーニングメニューの作成
・体幹を中心としたバランストレーニング

＊予約制　　個別問診あり
月５回のトレーニングルームの使用

＊オプション 個別リハビリ １回　３，０００円（税込３，２４０円）
　　　　　 パーソナルトレーニング １回　３，０００円（税込３，２４０円）
＊ジム追加使用 別チケットを購入してください １回　６００円（税込６４８円）

ボディコンディショニング会員

　　　トレーニングルームを使用するボディーコンディション会員
　　　理学療法士がアドバイス担当します

JP ジュニア強化クラス
 小学生から高校生まで高度でハードな練習

120分
１０，０００円

（税込10,800円） 試合に勝つことを目的としたクラスです

KK コンデションニングクラス

 体力の強化、ストレッチ、コンディションの調整

10名 120分
１４，０００円

（税込15,120円） 理学療法士のアドバイスと

 パーソナルトレーニングの指導も行います

DES
ディーボエンジョイ

サークル

 初心者から上級者まで
月会費６，０００円
（税込6,480円）

 多数のコーチ陣を交えて楽しく、詳しくテニスを

 ＊振替はありません　　　☆ゴールドパス対象外

LEF
レディースエンジョイ
ファッションクラス

 テニスを楽しもう、ゲームを楽しもう

90分
１１，２００円

（税込12,096円）

 そしてファッションも楽しもうというレディース

 （上記の方はウェアーが常に２０％引きで購入

  できます）

T トーナメントクラス  コーチ陣と戦いましょう 12名 90分
１１，２００円

（税込12,096円）

G＋ プラスゲームクラス  通常のﾚｯｽﾝ＋３０分のゲーム練習ができます 10名 110分
１０，０００円

（税込10,800円）

W ダブルスクラス
 ダブルス試合中心の練習

10名 90分
１０，８００円

（税込11,664円）
 練習します

SG シングルスクラス
 シングルス試合中心の練習

６名 90分
１０，８００円

（税込11,664円）
 練習します

で受講して下さい

LTW
レディーストーナメント

クラス

 試合の為の高度な技術や戦略を練習します
12名 120分

１１，２００円
（税込12,096円）

オプションクラス一覧

クラス 内　　　容 料金

S ショット別レッスン  １つのテーマやショットを集中して練習します ８名 60分
エキストラチケット


