
【営業時間】 【入会受付時間】 【休館日】
　平日 　10：00～23：00 　平日 　10：00～22：00

　土 　10：00～21：30 　土 　10：00～20：30

　日・祝 　10：00～19：00 　日・祝 　10：00～18：00

　●  ご入会にあたり当クラブ指定商品をご購入いただきます
　●【兄弟割引】　兄弟でご入会いただくと各550円（税込）の割引がございます
　●【併学割引】　1人2コース以上お申込頂くと各1,600円（税込）の割引がございます

※1つを休会すると併学割引は解除となります

・ 1点が1,000円（税込）以上の指定商品及びショップ商品が10％OFF

にて購入いただけます　※チャレンジカード、テニスショップ商品は除く

・ 提携企業の割引が受けられます

・ 館内で万が一怪我、盗難などされた場合、年に3回お見舞金の

申請がおこなえます ＊各クラス参加曜日・時間を決めて受講していただきます。

＊キンダー/ジュニアクラスは定員10名、アドバンス/アカデミー/ソフトテニスは定員12名となります。

＊お休み・お振替はWEB振替サービスにてお願い致します。フロント・お電話での受付は有料550円（税込）となります。

　※WEB振替サービスアドレス「https://www1.nesty-gcloud.net/dsc-wf/」

＊参加予定のレッスンをお休みされる場合、開始時間前までにお休みの登録が必要となります。

  ※お休みの登録をされない場合、出席扱いとなり振替受講することができませんのでご注意ください。

＊お休みされたレッスンを受講される場合、有効期限は翌月度最終営業日までとなります。

＊お振替をされる場合はレッスン開始時間前までに事前振替が必要になります。

　※翌月レッスン分を前の月に受講することはできません。（例：9月分を8月に受講することはできません）

＊休会制度がございます。1ヶ月2,200円（税込）　※ご契約中のＴプラスも同様となります。
【指定商品】　　・テニス用リュック(小学３年生まで)　　　　2,750円（税込）

＊最大2つまでお申込可能です。 ＊Tプラスご利用の場合,お申込者様の兄弟割は解除となります。

＊参加にあたり事前のご予約が必要です。 ＊Tプラスのみの休会が可能です。休会費1ヶ月2,200円（税込）
＊未受講分は翌月度最終営業日までとなります。 ＊オプション解約については毎月10日締めとなります。

　※10日が木曜日の場合、前営業日までとなります。

Tプラス
通常のレッスンの他に月4回(強化月間5回)

プラスして受講できます。

キンダー・ジュニア 3,086円（税込） 3,850円（税込）

アドバンス・アカデミー 4,125円（税込） 5,150円（税込）

りりーふぷらす 月額　550円（税込）

ソフトテニス
1・2・3

ソフト1は初心者クラスとなり基礎を学び、ソフト2は試合形式等、総合的に練習を行います。
ソフト3は試合を意識したスキル・戦略を学びます。
※Ｔプラスのご利用はできません

オプション 内容 会員種別 通常月(4回) 強化月間(5回)

月 20：00～21：20

水 18：30～19：50

ジュニア
1・2・3

小学生以上を対象。レベル別にクラス分けし体力に合ったラケットや道具を使い、効率のよい指導を行ないます。

アドバンス 試合出場から試合で勝つ為の実践練習や戦術を学びます。強くなるだけでなくスポーツマンとしての礼儀も学びます。

【オプション】 アカデミー 選抜試験に合格したジュニアのみ受講できるクラスです。テニスだけでなく人間性も重視した指導を行います。

【ご案内】
ソフトテニス3 土 18：40～20：00

クラス内容

キンダー 4歳～就園児を対象。体力にあった道具を使用し楽しくテニスの基礎を学びます。

週1回コース
(月4回)

11,666円（税込）

週1回コース
(月5回)

14,580円（税込）スクール在籍は中学生までとなります

ソフトテニス1

小学６年生・中学生

月 18：30～19：50

週1回コース
(月4回)

9,578円（税込）

週1回コース
(月5回)

11,970円（税込）

【ご入会に必要な物】

　※ライフカード㈱にご登録いただき3ヶ月目より口座振替とさせていただきます
金 20：00～21：20

土 17：10～18：30

日
15：40～17：00

17：10～18：30

土 18：40～20：00

日 14：10～15：30

　入会登録料　2,200円（税込）・月会費2か月分・印鑑(届出印)・通帳・運転免許証(公的身分証明証)

ソフトテニス2

【実施スクール】
土 15：40～17：00

日 17：10～18：30

スイミング　・　体育　　・　HIPHOP　　・　チアダンス　・　バレエ　・　空手　・　テニス
アカデミー 小・中学生 日 15：40～17：00

アドバンス 小・中学生

火 18：30～19：50 週1回コース
(月4回)

9,578円（税込）

週1回コース
(月5回)

11,970円（税込）

ジュニア
1・2・3

小・中学生

月・火・水・金
16：30～17：25

毎週木曜日・年末年始

17：25～18：20

土・日
13：40～14：35

14：35～15：30

【名称】 【住所】 【TEL】
通常月 強化月間

ダンロップスポーツクラブ水戸 水戸市笠原町978-39ロゼオ内 029-301-1281
キンダー 4歳～6歳園児

2020年 11月度～
テニススクール 表示価格はすべて税込となります。

クラス 対 象 曜 日 時 間

会 費

火・金 15：30～16：20

週1回コース
(月4回)

6,930円（税込）

週1回コース
(月5回)

8,660円（税込）

土 12：40～13：30

子供スクール入会案内

ダンロップスポーツクラブ水戸

友達追加＞ID検索より

@324utdco と入力

ジュニアスクール専用

QRコードを読み取るか

WEB振替サービス
QRコード

お休み登録、振替登録は

こちらから

インターネットからアクセスする場合は

こちらのURLから

https：//www1.nesty-gcloud.net

スイミングスクール

クラス 対 象 曜 日 時 間
会　費

通常月 強化月間

※フロント・お電話での受付は有料550円（税込）となります。（2021年1月～）

【振り替え】練習は練習週内、テストはテスト週内で、月度内に消化していただきます。翌月度に振替はできません。

幼児
園児（3～6歳）

週1回コース

月・火・水・金

15：45～16：45 週1回コース(月4回)

6,930円（税込）

週1回コース(月5回)

8,660円（税込）

週1コース    振り替えに回数制限はありません。18級～１0級

児童１

※お休み・お振替はWEB振替サービスにてお願い致します。詳しくは別途案内をご覧ください。7級～1級

MJ
小・中学生

18：30～19：45 ※フロント・お電話での受付は有料550円（税込）となります。（2021年1月～）メジャースイマー

小・中学生
16：30～17：45 週2コース    土曜日への参加はできません。メジャークラスのみ土曜日の振替ができます。14級～8級

児童２
小・中学生 週2回コース

平日から自由に2日選択

※メジャーは土曜日も可

17：30～18：45 週2回コース(月7回)

8,417円（税込）

週2回コース(月9回)

10,520円（税込）

※極力登録曜日に参加をお願いします。18級～15級

幼児B
園児（3～6歳）

13：45～14：45
14級～10級

【 指定商品 】
児童A

小・中学生
14：30～15：45

幼児A
園児（3～6歳）

週1回コース

土

12：45～13：45

週1回コース

(月4回)

6,930円（税込）

週1回コース

(月5回)

8,660円（税込）

14級～10級

児童C
小・中学生

16：30～17：45

水着
男子　2,200円（税込）～

女子　4,244円（税込）～
連絡袋 440円（税込）

児童B
小・中学生

15：30～16：45
9級～7級

チャレンジカード 1,570円（税込）
キャップ 660円（税込）6級～1級

MJ A
小・中学生

17：30～18：45 スクールバッグ(小学校3年生まで) 2,546円（税込）メジャーランク未修得～B4

MJ B
小・中学生

18：30～19：45
メジャーB5以上

体育スクール

クラス 対 象 曜 日 時 間
会　費

通常月 強化月間 【振り替え】練習は練習週内、テストはテスト週内で、月度内に消化していただきます。翌月度に振替はできません。

幼児 園児（3～6歳） 月・火・水・金・土 15：45～16：45

週1回コース(月4回)

6,930円（税込）

週1回コース(月5回)

8,660円（税込）

※お休み・お振替はWEB振替サービスにてお願い致します。詳しくは別途案内をご覧ください。

児童A

小・中学生

月・火・水・金・土 16：45～17：45

【 指定商品 】 Ｔシャツ 2,376円（税込）～ 連絡袋 440円（税込）児童B 月・金・土 17：50～18：50

ベビースタート・チャレンジ

クラス 対 象 曜 日 時 間
会　費

1,570円（税込）児童C 土 14：30～15：30

スクールバッグ(小学校3年生まで) 2,546円（税込）

短パン 2,207円（税込）～ チャレンジカード

　チャレンジコースの体育は最大４回までとなります。(強化月間は、最大５回)参加回数は月度内に消化していただきます。

体育 火・金

ベビーチャレンジ

月8回コース

8,417円（税込）

ベビーチャレンジ

月8回コース(月10回)

10,520円（税込）

【キンダーチャレンジについてのご案内】

通常月 強化月間
　スイミング、体育両方のクラスに参加できます。但し、ベビークラス体育の参加については歩けることが条件となります。

スイミング

生後4カ月～2歳11カ月

水・土

10：15～11：15

ベビースタート

月4回コース

6,930円（税込）

ベビースタート

月4回コース(月5回)

8,660円（税込）

リトルスタート・チャレンジ

　スイミングが9級になりますと児童クラスの時間に変わります。

クラス 対 象 曜 日 時 間
会　費

　スイミングの最大参加回数は６回までとなります。（強化月間８回）

通常月 強化月間

※お休み・お振替はWEB振替サービスにてお願い致します。詳しくは別途案内をご覧ください。

※フロント・お電話での受付は有料550円（税込）となります。（2021年1月～）

土 11：30～12：30
 連絡袋 440円（税込） ベビーノート 1,570円（税込）

【 指定商品 】

スイミング

2歳6カ月～3歳11カ月

火 14：30～15：30 リトルスタート

月4回コース

6,930円（税込）

リトルスタート

月4回コース(月5回)

8,660円（税込）
■ベビースタート・チャレンジ フィックス(生後10ヶ月より使用) 3,080円（税込）

キンダーチャレンジ 短パン 2,207円（税込）～
キャップ 660円（税込）

クラス 対 象 曜 日

体育
水 14：30～15：30 リトルチャレンジ

月8回コース

8,417円（税込）

リトルチャレンジ

月8回コース(月10回)

10,520円（税込）
■リトルスタート・チャレンジ / キンダーチャレンジ

金 11：30～12：30

水着
男子　2,200円（税込）～

女子　4,244円（税込）～

時 間
会　費

チャレンジカード(体育) 1,570円（税込）
通常月 強化月間 スクールバッグ(小学校3年生まで) 2,546円（税込）

Ｔシャツ 2,376円（税込）～

※毎週決められた曜日・時間にご参加していただきます。
通常月 強化月間

※欠席された分の振替受講はできませんのでご了承ください。
ＨＩＰ-ＨＯＰ１

連絡袋 440円（税込）

体育 チャレンジカード (スイミング) 1,570円（税込）

カルチャースクール

スイミング
園児（3～6歳） 月・火・水・金・土

15：45～16：45

※スイミングは級や曜日（土曜）

によりレッスン時間が変わります。

月8回コース

8,417円（税込）

月8回コース(月10回)

10,520円（税込）

5歳～小学3年
月

16：30～17：30

週１回コース(月4回)

7,480円（税込）

週1回コース(月5回)

9,350円（税込）

ＨＩＰ-ＨＯＰ２ 小学4年～中学生 17：45～18：45

クラス 対 象 曜 日 時 間
会　費

チアダンス4

（マーキュリー）

バレエ1

バレエ2

16：35～17：35

17：40～18：40

18：45～19：45

【バレエ指定商品】

Tシャツ 1,320円（税込）～ レオタード 6,380円（税込）～

連絡袋 440円（税込）

【チアダンス指定商品】

【共通指定商品】 【空手指定商品】

スクールバック(小学校3年生まで) 2,546円（税込） 道衣(白帯付) 9,350円（税込）

2,640円（税込）～

＊チアについてのご案内

　靴はレッスンや発表会で使用します。無地・白色の靴を準備して下さい。（指定の物はありません。）

スコート 3,850円（税込）～ タイツ 2,200円（税込）～

ポンポン 1,320円（税込） バレエシューズ

＊バレエについてのご案内

　4月～7月の間で入会される１年生はバレエ1での入会となり8月からバレエ2へ変更となります。

　バレエ１からの新1年生は8月からバレエ２へ変更となります。

園児（3～6歳）

小学1年生～中学生
金

空手道教室１ 5歳～中学生(無級～8級)

空手道教室２

チアダンス1

（プリンセス）

チアダンス2

（エンジェル）

5歳～中学生( 7級以上)

園児（３～６歳）

小学1年～小学２年

チアダンス3

（ヴィーナス）

15：55～16：55

17：00～18：00

小学３年～小学５年

小学6年～中学生

火
17：40～18：40

16：30～17：30

水

15：25～16：25



スイミングスクール

クラス 対 象 曜 日 時 間
会　費

通常月 強化月間

※フロント・お電話での受付は有料550円（税込）となります。（2021年1月～）

【振り替え】練習は練習週内、テストはテスト週内で、月度内に消化していただきます。翌月度に振替はできません。

幼児
園児（3～6歳）

週1回コース

月・火・水・金

15：45～16：45 週1回コース(月4回)

6,930円（税込）

週1回コース(月5回)

8,660円（税込）

週1コース    振り替えに回数制限はありません。18級～１0級

児童１

※お休み・お振替はWEB振替サービスにてお願い致します。詳しくは別途案内をご覧ください。7級～1級

MJ
小・中学生

18：30～19：45 ※フロント・お電話での受付は有料550円（税込）となります。（2021年1月～）メジャースイマー

小・中学生
16：30～17：45 週2コース    土曜日への参加はできません。メジャークラスのみ土曜日の振替ができます。14級～8級

児童２
小・中学生 週2回コース

平日から自由に2日選択

※メジャーは土曜日も可

17：30～18：45 週2回コース(月7回)

8,417円（税込）

週2回コース(月9回)

10,520円（税込）

※極力登録曜日に参加をお願いします。18級～15級

幼児B
園児（3～6歳）

13：45～14：45
14級～10級

【 指定商品 】
児童A

小・中学生
14：30～15：45

幼児A
園児（3～6歳）

週1回コース

土

12：45～13：45

週1回コース

(月4回)

6,930円（税込）

週1回コース

(月5回)

8,660円（税込）

14級～10級

児童C
小・中学生

16：30～17：45

水着
男子　2,200円（税込）～

女子　4,244円（税込）～
連絡袋 440円（税込）

児童B
小・中学生

15：30～16：45
9級～7級

チャレンジカード 1,570円（税込）
キャップ 660円（税込）6級～1級

MJ A
小・中学生

17：30～18：45 スクールバッグ(小学校3年生まで) 2,546円（税込）メジャーランク未修得～B4

MJ B
小・中学生

18：30～19：45
メジャーB5以上

体育スクール

クラス 対 象 曜 日 時 間
会　費

通常月 強化月間 【振り替え】練習は練習週内、テストはテスト週内で、月度内に消化していただきます。翌月度に振替はできません。

幼児 園児（3～6歳） 月・火・水・金・土 15：45～16：45

週1回コース(月4回)

6,930円（税込）

週1回コース(月5回)

8,660円（税込）

※お休み・お振替はWEB振替サービスにてお願い致します。詳しくは別途案内をご覧ください。

児童A

小・中学生

月・火・水・金・土 16：45～17：45

【 指定商品 】 Ｔシャツ 2,376円（税込）～ 連絡袋 440円（税込）児童B 月・金・土 17：50～18：50

ベビースタート・チャレンジ

クラス 対 象 曜 日 時 間
会　費

1,570円（税込）児童C 土 14：30～15：30

スクールバッグ(小学校3年生まで) 2,546円（税込）

短パン 2,207円（税込）～ チャレンジカード

　チャレンジコースの体育は最大４回までとなります。(強化月間は、最大５回)参加回数は月度内に消化していただきます。

体育 火・金

ベビーチャレンジ

月8回コース

8,417円（税込）

ベビーチャレンジ

月8回コース(月10回)

10,520円（税込）

【キンダーチャレンジについてのご案内】

通常月 強化月間
　スイミング、体育両方のクラスに参加できます。但し、ベビークラス体育の参加については歩けることが条件となります。

スイミング

生後4カ月～2歳11カ月

水・土

10：15～11：15

ベビースタート

月4回コース

6,930円（税込）

ベビースタート

月4回コース(月5回)

8,660円（税込）

リトルスタート・チャレンジ

　スイミングが9級になりますと児童クラスの時間に変わります。

クラス 対 象 曜 日 時 間
会　費

　スイミングの最大参加回数は６回までとなります。（強化月間８回）

通常月 強化月間

※お休み・お振替はWEB振替サービスにてお願い致します。詳しくは別途案内をご覧ください。

※フロント・お電話での受付は有料550円（税込）となります。（2021年1月～）

土 11：30～12：30
 連絡袋 440円（税込） ベビーノート 1,570円（税込）

【 指定商品 】

スイミング

2歳6カ月～3歳11カ月

火 14：30～15：30 リトルスタート

月4回コース

6,930円（税込）

リトルスタート

月4回コース(月5回)

8,660円（税込）
■ベビースタート・チャレンジ フィックス(生後10ヶ月より使用) 3,080円（税込）

キンダーチャレンジ 短パン 2,207円（税込）～
キャップ 660円（税込）

クラス 対 象 曜 日

体育
水 14：30～15：30 リトルチャレンジ

月8回コース

8,417円（税込）

リトルチャレンジ

月8回コース(月10回)

10,520円（税込）
■リトルスタート・チャレンジ / キンダーチャレンジ

金 11：30～12：30

水着
男子　2,200円（税込）～

女子　4,244円（税込）～

時 間
会　費

チャレンジカード(体育) 1,570円（税込）
通常月 強化月間 スクールバッグ(小学校3年生まで) 2,546円（税込）

Ｔシャツ 2,376円（税込）～

※毎週決められた曜日・時間にご参加していただきます。
通常月 強化月間

※欠席された分の振替受講はできませんのでご了承ください。
ＨＩＰ-ＨＯＰ１

連絡袋 440円（税込）

体育 チャレンジカード (スイミング) 1,570円（税込）

カルチャースクール

スイミング
園児（3～6歳） 月・火・水・金・土

15：45～16：45

※スイミングは級や曜日（土曜）

によりレッスン時間が変わります。

月8回コース

8,417円（税込）

月8回コース(月10回)

10,520円（税込）

5歳～小学3年
月

16：30～17：30

週１回コース(月4回)

7,480円（税込）

週1回コース(月5回)

9,350円（税込）

ＨＩＰ-ＨＯＰ２ 小学4年～中学生 17：45～18：45

クラス 対 象 曜 日 時 間
会　費

チアダンス4

（マーキュリー）

バレエ1

バレエ2

16：35～17：35

17：40～18：40

18：45～19：45

【バレエ指定商品】

Tシャツ 1,320円（税込）～ レオタード 6,380円（税込）～

連絡袋 440円（税込）

【チアダンス指定商品】

【共通指定商品】 【空手指定商品】

スクールバック(小学校3年生まで) 2,546円（税込） 道衣(白帯付) 9,350円（税込）

2,640円（税込）～

＊チアについてのご案内

　靴はレッスンや発表会で使用します。無地・白色の靴を準備して下さい。（指定の物はありません。）

スコート 3,850円（税込）～ タイツ 2,200円（税込）～

ポンポン 1,320円（税込） バレエシューズ

＊バレエについてのご案内

　4月～7月の間で入会される１年生はバレエ1での入会となり8月からバレエ2へ変更となります。

　バレエ１からの新1年生は8月からバレエ２へ変更となります。

園児（3～6歳）

小学1年生～中学生
金

空手道教室１ 5歳～中学生(無級～8級)

空手道教室２

チアダンス1

（プリンセス）

チアダンス2

（エンジェル）

5歳～中学生( 7級以上)

園児（３～６歳）

小学1年～小学２年

チアダンス3

（ヴィーナス）

15：55～16：55

17：00～18：00

小学３年～小学５年

小学6年～中学生

火
17：40～18：40

16：30～17：30

水

15：25～16：25


