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アルドールテニスステージ幕張新都心校 テニススクール案内（システム・料金表）
テニススクール会員（基本クラス）

チャレンジクラス

時間

料金

少人数制の一般レッスン

月４回Lesson
在籍クラスを1つ確保
週1回、月4回受講

月６回Lesson

概要＝システムの詳細に関しましては
右側のスクールシステムのご案内を
ご確認ください。

在籍クラスを1つ確保
月4回+チケット2枚
月6回受講

基本クラス（基本ショットの向上を重視したレッスン）

Ｃ1クラス

平日・土日・夜間
60分

（初心者クラス）

10,500円(税込）

「在籍クラス」 ＋ 「レッスン受講回数無制限」
（一度のご予約は、在籍レッスンを含め2レッスンまでとなります）

定員３名

平日昼間

12,000円（税込） 18,000円（税込）

定員１０名

土日・夜間

13,000円（税込） 19,500

Ｃ３クラス

平日昼間

Ｃ２クラス
（初中級ダブルスクラス）

12,900円（税込） 19,350円（税込）

85分

（中級ダブルスクラス）

定員９名

土日・夜間

Ｃ４クラス

平日昼間

13,900円（税込） 20,850円（税込）
13,400円（税込） 20,100円（税込）

85分

（中上級ダブルスクラス）

定員８名

土日・夜間

14,400円（税込） 21,600円（税込）

Ｃ５クラス

平日昼間

13,900円（税込） 20,850円（税込）

85分

（上級ダブルスクラス）

定員７名

土日・夜間

■クラス概要＝基本から始めたい方
初心者の方にお勧め。
基本のショットを習得。

■クラス概要＝テニス経験がある方
テニスを楽しみたい方
久しぶりにテニスを始めたい方
■レッスン内容＝雁行陣ダブルス練習
円（税込） ■振替可能クラス＝C2/C1

85分

14,900円（税込） 22,350円（税込）

■クラス概要＝テニスを楽しみたい方
上達させたい方/試合に出てみたい方
■レッスン内容＝並行陣練習
■振替可能クラス＝C3/C2

■クラス概要＝テニスを楽しく上達
試合に勝ちたい方
■レッスン内容＝状況に応じた陣形練習
■振替可能クラス＝C4/C3

■クラス概要＝テニスを楽しく上達
試合に勝ちたい方
■レッスン内容＝状況に応じた陣形練習
■振替可能クラス＝C5/C4

テニススクール会員 （専門・特訓クラス）

専門クラス

時間

料金

少人数制の男女別専門レッスン

ダブルスクラス

ＷＤ２
（女性限定） 定員９名

ＷＤ３・４
（女性限定） 定員６名

ＷＤ４特訓
（女性限定） 定員９名

ＷＳ２

12,900円（税込）

■クラス概要＝女性同士テニスを楽しみたい方
■対象＝体験後の判定がC2の方
■レッスン内容＝雁行陣を中心にダブルス練習
■振替＝WD2/C2/C1

平日昼間

14,900円（税込）

■クラス概要＝テニスを楽しく上達/試合に勝ちたい方
■対象＝体験後の判定がC3～C4の方
■レッスン内容＝雁行陣中心のダブルス練習
■振替＝在籍レベルの専門クラス
チャレンジクラス/レベルを１つ下げたクラス

120分 平日昼間

15,400円（税込）

■クラス概要＝楽しく上達/試合に勝ちたい方
■レッスン内容＝試合中心の特化レッスン
■対象＝体験後の判定がC4の方が在籍可能
■振替＝在籍レベルの専門クラス
チャレンジクラス/レベルを１つ下げたクラス

85分

平日昼間

85分

ＭＳ３・４・５

85分

平日昼間

平日昼間

（男性限定） 定員５名

ショット練習(球出し)
１～３番コート＝定員６名
４番コート＝定員２名

昼間マッチクラス
（シングルス・ダブルス）

深夜マッチクラス
（シングルス・ダブルス）

深夜ショット練習クラス
Ｃ３～Ｃ４ 定員３名

ＶＴＲクラス（在籍型）
定員１名

ＶＴＲクラス（予約制）
定員１名

13,400円（税込）
14,900円（税込）

85分
土日・夜間

15,900円（税込）

土日・夜間

16,400円（税込）

（男性限定） 定員６名

ＭＳ６

ＫＩＤＳ

（キッズクラス）

定員５名(１番コート/６名）

Ｊ０・Ｊ０⁺

85分

■クラス概要＝女性同士テニスを楽しみたい方
■対象＝体験後の判定がC2の方
■レッスン内容＝シングルスの形式・ショット練習
■振替＝WS2/C2/C1
■クラス概要＝楽しく上達/試合に勝ちたい方
■レッスン内容＝シングルスの形式練習等
■対象＝体験後の判定がC3～C5の方
■振替＝在籍レベルの専門クラス
チャレンジクラス/レベルを１つ下げたクラス
■クラス概要＝市民大会等で勝ちたい方
■対象＝体験後の判定がMS6の方
■振替＝在籍レベルの専門クラス
チャレンジクラス/レベルを１つ下げたクラス

テニススクール会員 （特別クラス）
90分/2,000円（税込） 60分/1,500円（税込）

90分 ■申込＝実施日の2週間前からサービスエースのイベントより申込み可能
60分
詳細は館内POP、サービスエースをご覧ください。

■レッスン内容＝ストローク・ボレー・スマッシュをメインにした球出しレッスン

1期3ヶ月制 月々10,000円（税込）

※複数受講専用クラスとなります。

■レッスン内容＝コーチとの試合形式 ■定員 シングルス1面＝3名 2面＝6名 ダブルス=4名
60分 ■振替＝昼間⇔夜間振替不可 シングルス⇔ダブルス振替不可
※チャレンジクラスへの振替差額1回毎1,000円（税込）
※お振替は同名クラス、又は在籍レベルに準じたチャレンジクラスのみ振替可能
※レッスン終了後、シャワールーム利用不可。 最終退館24:50

1期3ヶ月制 月々10,000円（税込）

※複数受講専用クラスとなります。

Ｊ１

（ジュニア１）

定員 １人コーチ ９名
２人コーチ １２名

Ｊ２

（ジュニア２）

定員 １人コーチ ８名
２人コーチ １１名

Ｊ３

（ジュニア３）

定員７名

（ジュニア４）

定員６名

中高硬式クラス

8,000円（税込）

16,000円（税込）

■対象＝3歳から6歳まで
■振替可能クラス＝KIDSクラス
■レッスン内容＝レッドボールを使用し、運動能力とラケットでボールを打つ感覚の向上
■レッスン内容＝団体行動と挨拶を学んでいきます。

8,500円（税込）

17,000円（税込）

■対象＝テニス経験の少ない小学生 （J0は1～3年生、J0+は4～6年生）
■振替可能クラス＝J0→J0、J0＆J0+に在籍→J0・J0＆J0+（4～6年生のみ）
■レッスン内容＝レッドボールを使用し、テニスのルールを学んでいきます。
■レッスン内容＝団体行動とテニスのマナーを学んでいきます。

9,000円（税込）

18,000円（税込）

60分

強化練習会 500円（税込）/30分
60分

60分

60分

（初中級・中級）
定員１０名

選手育成クラス

115
分
or
85分

■レッスン内容＝コーチとプライベート形式■VTRディスク発行＝500円（税込）※2回目以降300円（税込）
■VTRチケット＝1枚3,000円（税込） ■完全予約制※各自サービスエース、フロントにて予約
■ 一人約15分間 ※撮影＆フォームチェック＆アドバイス方式
■動画（DVD）新規発行＝500円（税込） ※2回目以降、上書き＝300円（税込）
次回のレッスン時、フロントにてお渡し。※動画保存は1ヵ月間
■VTRチケット有効期限＝無期限 ※休会後、ご利用不可

20,000円（税込）

月12回＝24,000円（税込）【在籍3クラス】
月8回＝16,000円（税込）【在籍2クラス】
月4回＝11,000円（税込）【在籍1クラス】
月8回＝17,000円（税込）
【在籍1クラス+振替チケット4枚受講】
強化練習会 500円（税込）/30分

月8回＝23,000円（税込）
【在籍2クラス受講】

月4回＝11,500円（税込）

定員６名

選手クラス
定員５名

中学軟式クラス
定員８名

■対象＝小学生 （在籍レベルは体験後のコーチの判断となります）
■振替可能クラス＝J1
■レッスン内容＝オレンジボールを使用し、基本ショットを習得します。
※予約者数が9名以下は1人コーチ、10名以上は2人コーチとなります。
※レベルアップ＝コーチ判断かスクール内規定大会で2回準優勝か優勝すると可能

■対象＝小学生 （在籍レベルは体験後のコーチの判断となります）
■振替可能クラス＝J3・J2
■レッスン内容＝硬式ボールを使用し、試合に向けてのメンタル向上も行います。
※レベルアップ＝コーチ判断かスクール内規定大会で2回優勝すると可能
（中学校へ進学後は、中高生硬式クラスへの進級となります）

月12回＝22,000円（税込）
月8回＝19,000円（税込）
月4回＝15,000円（税込）

■対象＝中高生（在籍レベルは体験後のコーチの判断となります）
※月４回、月８回、月12回とも在籍制となります。
■振替可能クラス＝選手クラス・選手育成クラス・コーチ指定一般クラス
※月8回以上のコースに在籍されている方は振替差額1,000円(税込)
※中学生・高校生は22:00以降のレッスン受講の際は保護者同伴とさせて頂きます。

85分
or
55分

月4回85分＝11,000円（税込）
月4回55分＝9,000円（税込）

【在籍2クラス+振替チケット4枚受講】

ご利用上の
注意事項

ペアマッチ練習会

レッスンの振替

■振替同時予約回数は最大3回となります。振替回数は無制限となっております。
※複数受講されている方は受講クラス×3回分ご予約頂けます。
C１クラスは、同時予約回数が在籍含め2回となっております。
■振替が溜まり過ぎている方は（20枚以上）1枚1,000円(税込)にて
リザーブチケットと交換いただけます。
■フリーレッスン券は、ご自身の在籍レベルか一つ下げた専門クラスのご受講が
可能となります。（特訓クラス以外）
■欠席連絡を忘れた場合は、レッスンチケットの救済措置として一般1,000円(税込)
ジュニア500円(税込)/1枚にてお戻し頂けます。 ※振替期限は変わりません。
■コースのレベルが同種・同レベル・同料金の場合の振替手数料は頂戴致しません。
■振替期間は当期1週目から翌期12週目までとなっております。
■翌期の振替予約は出来ませんのでご了承ください。
（お振替は、同レベルか一つ下のクラスとなります）
■平日昼間から夜間土日へ振替レッスンを予約をされる場合
振替差額として1回500円(税込)が必要となります。
1レッスンの受講料が安いクラスから高いクラスへ振替をされる場合も
振替差額として500円(税込)を頂戴いたします。
■専門クラスからチャレンジクラスへお振り替えの際は同レベルもしくは一つ下のクラスに
振替可能です。専門クラスからチャレンジクラスへ振替の際、差額の返金はございません。
■チャレンジクラスから専門クラスへのお振替は出来ません。
シングル専門クラスからダブルス専門クラスへは振替が出来ません。
ダブルス専門クラスからシングルス専門クラスへは振替が出来ません。
■振替可能クラスに関しましては、振替クラス早見表をご覧ください。
■振替はご希望日の休館日を除く14日前から予約可能となります。
（C1クラスのみ28日前から可能となります。）
■軟式85分クラスから軟式55分クラスへの振替は可能です（差額は返金致しかねます）
軟式55分クラスから85分クラスへの振替の際は振替差額500円(税込)を頂戴致します。

1回料金＝1,500円 (税込)

■日時＝毎週 火・木 14:00～14:45 ■申込＝お電話にて申込み（実施2週間前より受付開始）
60分 ■レッスン内容 ①お子様と親御様で一緒になってボールを使いながらお子様の基礎運動を実施していきます。
②お子様のラケットとボールを使い空間認知能力を高めていきます。 ③お子様の団体行動の基礎を始めていきます。
※参加組数が1組の場合は1人コーチ、2組の場合は2人コーチとなります。

レベルアップ
クラス変更

■期の途中でのレベルアップ・クラス変更は致しかねます。
（但しジュニア、C1クラスは条件次第で月でレベルアップが可能となります。）
レベルアップ用紙を担当コーチから受け取った方は所定の期日内にフロントにご提出ください。
■クラス変更を希望の方は、所定の期日内にフロントへお問い合わせ下さい。
お電話でのレベルアップ・クラス変更はお受けできませんが仮予約は可能となります。
お電話から1週間以内にフロントにお手続き下さい。
■受付期間は館内掲示のPOPをご覧ください。

1回/1組料金＝2,000円（税込）
60分 ■内容＝2名コーチとのゲーム練習

■対象＝会員・ゲスト
■定員＝２組

■申込み＝2人1組でのお申込み ※毎週月曜日 9：00～電話にて次週の月曜日ペアマッチ練習会の予約が可能
■キャンセル＝前日キャンセル無料、当日キャンセル全額（ゲスト様が当日キャンセルされた場合は会員様に頂戴いたします）

早朝ヒッティング

1回料金＝会員1,500円（税込）/1名 ゲスト2,000円（税込）/1名

複数受講

■複数受講クラスの振替期間は無期限となります。
■複数受講(在籍2つ以上）をされている方は、在籍を減らされた場合
減らされたクラスのチケットは、翌期には持ち越せませんのでご注意ください。
■複数受講を申し込まれる際は、3カ月間以上の継続が条件となります。
■複数受講を辞められる際は、期末にての休会となりますのでご注意ください。
■複数受講＝2クラス目をご受講される方には契約時にグリップテープ1本をプレゼント。

特別割引

■ファミリー割引＝ご家族各々の受講料より1ヵ月1,000円(税込)引き
ジュニア500円(税込)引きとさせて頂きます。（自己申告制）

60分 ■内容＝担当コーチとのヒッティング（人数に応じて内容が異なります）

■対象＝会員様・ゲスト
■定員＝４名

■申込み＝前週の日曜日21:00～SA（イベント） 前週の月曜日からフロント・お電話にて 前日の19:00まで
■キャンセル＝前日キャンセル無料、当日キャンセル全額（ゲスト様が当日キャンセルされた場合は会員様に頂戴いたします）

レンタルコート

料金＝3,000円（税込）/1面

■対象＝会員・ゲスト
■定員＝１面最大8名まで

卓球レンタル

60分 ■ご予約は１ヵ月前の10:00から前日の営業終了時間まで ※ビジター様のみではレンタルコートはご利用いただけません。
■キャンセル＝前日キャンセル1,500円（税込）、当日キャンセル全額3,000円（税込）頂戴いたします。
■ボール＝1カゴ無料レンタル

料金＝会員500円（税込）/1名 ゲスト1,000円（税込）/1名

休会

■次期を休会されるお客様は当期最終月の5日までに休会届けをご提出下さい。
■休会されますと、残ったチケットは翌期に使用する事は在籍クラスがない為出来かねます。
■怪我等で休会される場合のみ、残りのチケットは年間事務手数料期間内で
復会時にご使用頂けます。（2カ月以上先に復会予定の方は一端、籍を外させて頂きます）
■休会期日を過ぎてから休会届は、受講料の半額を頂戴致します。
■次期が始まってからの休会は、原則としてはお受けしておりませんが
致し方ない諸事情（怪我・転勤）のみ当期残り月分の半額を持ちまして
特別休会が可能となります。
（妊娠・医師によるドクターストップの場合は当月のみで特別休会となります。）

復会

■復会を希望される際、休会されてから4カ月以上経過されている方は
必ず体験レッスンを受講して頂きます。（体験は有料となります）
3カ月以内の場合は体験レッスンなしでご復会頂けます。
体験料金は、一般3,000円（税込）、ジュニア1,500円（税込）となります。

60分 ■レンタルラケット・シューズ・ボール無料貸出し

■対象＝会員・ゲスト
■定員＝４名

■キャンセル＝1台あたり前日キャンセルで500円（税込）、当日は1,000円（税込）頂戴いたします。
■ご予約＝１ヵ月前の10:00からフロントにて承ります。 ■ビジター様のみではご利用はできません。

テニスＰＬコート

料金＝1番～3番コート 7,000円 （税込）/1名 4番コート（半面）5,000円 （税込）/1名

（プライベートレッスン）
■対象＝会員・ゲスト・ビジター

60分 ※ビジター、ゲスト料金＝会員料金＋3,000円（税込）

■2名以上でご受講を希望される際は、フロントまでお問合せ下さい。■キャンセル＝前日無料 ※当日キャンセル＝全額お支払い
■申込み＝コーチと相談後→１ヵ月前10:00～※ゲスト・ビジター様はフロントにてお電話ください。

テニスクラブ会員

深夜テニスクラブ会員
■対象＝Ｃ３・Ｃ４
■定員＝１６名
■料金＝６,０００円（税込）/月

〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-6 イオンモール幕張新都心 アクティブモール スポーツオーソリティ 3階

■ご入会特典の適用は、一度のみとさせて頂きます。
■レッスン受講の際は、登録されたIC器機で出席処理を行ってください。
（出席処理を行わない場合、レッスンにご参加頂けない場合があります。）
■館内で当スクール以外の商品販売や勧誘行為
飲酒をされた状態でのレッスン受講は固く お断りさせて頂きます。
■著しく当スタッフ、グループレッスン（利用者）に支障をきたすお客様は
会員規約により強制退会とさせて頂きます。
■平日の入館は7:30～となります。土日の入館は7:00～となります。
最終退館は24:50迄となります。
■当スクールは、外でご利用されたテニスシューズでのご入場は出来ません。

■対象＝小学6年生～中学生
■振替可能クラス＝55分レッスンから85分レッスンに振替をされる際は
振替差額を500円(税込)頂戴致します。

■月々料金＝4,000円(税込)※（1期3ヶ月制）

■対象＝２才～３才、親御様
■定員＝２組（家族）

■クラス在籍者数が期の最終月3週目の時点で、規定の人数に達していない場合
ご要望・需要の多いクラスにクラス・コーチ変更をさせて頂く場合がございます。
※チャレンジクラスC2～C4は5名/C5・WD特訓・MS・WS・WD
ジュニア（J1～J3）は4名/MS6は3名

レッスンの欠席

スクール会員＆ゲスト＆ビジター ※単発レッスン参加型

パパ・ママ＆KIDS

■C1～C5までは体験のご予約が可能となります。
※MS6以上のクラスへのご体験は、会員様のご紹介のみとなります。
■体験料は、一般3,000円（税込）、ジュニア1,500円（税込）となります。
■体験時は、ラケット＆シューズを無料にてお貸ししております。
■C１,KIDSクラス以外へご入会希望の際は、必ず体験後のご入会とさせて頂きます。

■3カ月1期制（月4回＝計12回）とさせて頂いております。
■在籍クラスにお越しになれない場合、他の曜日・時間にお振替が可能です。
■欠席連絡は、レッスン開始の1時間前までとなっております。
それ以降の欠席連絡は、お振替が出来なくなりますので予めご了承ください。
1限クラスのお客様はレッスン開始10分前までにフロントへ欠席連絡をお願い致します。

■対象＝中高生 （在籍レベルは体験後のコーチの判断となります）
※中高生は22:00以降のレッスン受講の際は保護者同伴となります。
※レベルアップはコーチの判断もしくは、スクール内の規定大会で2回優勝すると可能
■振替可能クラス＝初中級→初中級・コーチ指定一般クラス
中級→中級・初中級・コーチ指定の一般クラス
■振替差額＝一般クラスへ振替される場合 500円(税込)/1回を頂戴致します。

85分

月12回＝21,000円（税込）

タイムテーブル
変更等

■対象＝在籍は小学生のみ（在籍レベルは体験後のコーチの判断となります）
※選手育成クラスのみ中高生も振替が可能になっております。
■振替可能クラス＝J4・J3
■レッスン内容＝硬式ボールを使用し、試合に向けてのメンタル向上も行います。
※レベルアップ＝コーチ判断で中高生硬式クラスか選手育成クラスへの進級。

115分クラスに在籍を置かれた場合
１クラスにつき+2,500円（税込）

【在籍3クラス+振替チケット4枚受講】

体験予約

■対象＝小学生 （在籍レベルは体験後のコーチの判断となります）
■振替可能クラス＝J2・J1
■レッスン内容＝グリーンボールを使用し、基本ショットを習得していきます。
※予約者数が8名以下は1人コーチ、9名以上は2人コーチとなります。
※レベルアップ＝コーチ判断かスクール内規定大会で2回準優勝か優勝すると可能

■対象＝小学生～高校生（在籍レベルは体験後のコーチの判断となります）
■振替可能クラス＝選手育成、Ｊ4クラス、コーチ指定一般クラス
中高中級クラス（小学生は不可）
■振替差額
85分クラスから一般クラスへ振替される場合 1,000円/1回（税込）
85分クラスから115分クラスへ振替される場合 1,000円/1回（税込）
115分クラスから一般クラスへ振替される場合
500円/1回（税込）
※その他クラスへ振替をされる場合は振替差額は頂戴いたしません。
※スクール内の規定大会で2回優勝すると選手クラスへレベルアップできます。

月16回＝27,000円（税込）

※複数受講専用クラスとなります。

60分 ■振替＝在籍型VTRクラス（60分）かVTRクラス（30分） ※その際の差額は返金致しません。

10,000円（税込）

強化練習会 500円（税込）/30分

85分

■レッスン内容＝個別指導を取り入れた、基本ショットの反復練習
※レッスン終了後、シャワールーム利用不可。 最終退館24:50

30分

60分

強化練習会 500円（税込）/30分

Ｊ４

概要＝システムの詳細に関しましては右側にも記載されています
スクールシステムのご案内をご確認ください。

在籍クラスを
2つ確保して頂き月8回受講

定員４名（１番コート/５名）

60分 ■振替＝ショット練習クラス（夜） ※その他クラスからの振替は一切無し

１ヶ月制（4回） 月14,000円（税込）

月８回Lesson

KIDS～J2クラスまでは
在籍クラスを1つ確保して頂
き週1回受講の月4回受講

60分

（ジュニア０・ジュニア０プラス）

月４回Lesson

時間

少人数制の10段階レベルアップシステム

（形式練習を重視したレッスン）

ＷＳ３・４・５
（女性限定） 定員６名

専門クラスの在籍を1つ確保（月４回受講）

ジュニアクラス

概要＝システムの詳細に関しましては
右側のスクールシステムのご案内をご確認ください。

（形式練習を重視したレッスン）

シングルスクラス
（女性限定） 定員８名

月４回Lesson

スクールシステムのご案内

ジュニアスクール会員

【クラブ会員概要】
■それぞれの会員様同士で該当のコートをご利用頂きます。■練習試合等で楽しんで頂き、レフリーのコーチが進行のサポートをさせて頂きます。
※問題が発生した場合は、スタッフが指示をさせて頂く場合がございます。
【ゲスト・体験料金】 〈ゲスト〉 2,000円（税込）/1回 〈体験〉 3,000円（税込）/1回
※ゲストはクラブ会員様のご紹介の方が対象となり、何回でもご受講頂けます。 ※体験はスクール会員、ビジターの方が対象となり、１回のみご受講頂けます。
■ご利用の際は、サービスエースにて事前のご予約をお願い致します。 ご利用希望日の１４日前よりご利用開始直前までご予約頂けます。
■欠席される場合は、１時間前までにサービスエースにて欠席連絡をお願い致します。
■深夜テニスクラブをご利用の際は、営業時間の都合上、最終退館を24:50までと致します。そのため、終了後のシャワルームはご利用頂けません。
■ご利用中は自己責任とし、怪我・事故の補償と責任は一切負いかねます。
■中学生の方が深夜テニスクラブに参加される場合は、保護者様の同伴が条件となります。
■ラケットは無料レンタル、シューズは250円（税込）にてレンタルできます。

会員サービス

TEL 043-301-4001 (アルドールテニスステージ幕張新都心校）

■誕生日月には、フリーレッスンチケット1枚プレゼント
（フリーレッスン券は専門クラスのご受講が可能となります）
■会員様には、アルドールテニスステージ幕張新都心校のショップ商品10％割引
■随時無料レンタルラケット貸し出し。（ご体験時はシューズ無料レンタル）
■アルドール幕張新都心校の提携店舗にて会員証をご提示頂くとサービスが受けられます。

お電話受付時間：平日9:00～23:00 土曜7:00～23:00 日曜7:00～18:00

