アルドールテニスステージ市原校 テニススクール案内（システム・料金表）
チャレンジ一般クラス
基本ショットやラリー練習を中心に
ダブルスのレッスンを行います

時間

料金

60分

平日昼間
土日・夜間

Ｃ０
（はじめてクラス）
定員６名

Ｃ１
（初級クラス）
定員１０名

2,400円（税込）

2,700円（税込）

土日・夜間

10,300円（税込）

2,900円（税込）

平日昼間

9,500円（税込）

2,700円（税込）

土日・夜間

10,300円（税込）

2,900円（税込）

平日昼間

10,500円（税込）

2,900円（税込）

土日・夜間

11,300円（税込）

3,100円（税込）

平日昼間

11,700円（税込）

3,200円（税込）

土日・夜間

12,500円（税込）

3,400円（税込）

平日昼間

13,200円（税込）

3,600円（税込）

85分

85分

Ｃ５
（上級クラス）
定員７名

8,500円（税込）

85分

Ｃ４
（中上級クラス）
定員８名

在籍1クラス＝月4回受講

下記料金にて
チケットを1枚購入できます。
（振替先は在籍分と同じ）

85分

Ｃ３
（中級クラス）
定員９名

プラスワンチケット

9,500円（税込）

平日昼間

Ｃ２
（初中級クラス）
定員１０名

月４回LESSON

85分
土日・夜間

14,000円（税込）

3,800円（税込）

ジュニアクラス
概要

■対象=テニス未経験者
■振替=C0
■基本から始めたい初心者の方にお勧め
コーチの承認により１ヶ月毎でレベルアップが可能

■対象=テニス経験の少ない方
■振替=C1/C0
■基本から始めたい方にお勧め
基礎練習とダブルス練習を行います

■対象=判定がC2の方
■振替=C2/C1
■雁行陣中心のダブルス練習を行います

時間

料金

Ｋ１／Ｋ２
（未就学児）

■対象=判定がC4の方
■振替=C4/C3
■状況に応じた陣形を覚えていきます

60分
（半面）

Ｊ０／Ｊ０＋／ＪS
（小学生初級）

J0/J0+
（半面）

定員５名 （ＪS：１０名）

（全面）

60分

平日昼間

下記料金にて
チケットを1枚購入できます。
（振替先は在籍分と同じ）

Ｊ２
（小学生中級）

60分

1,900円（税込）

2,000円（税込）

■対象=テニス未経験者（J0:1～3年生 J0+:4～6年生 JS:1～6年生）
■JSはJ1へのステップアップを目指し、オレンジコートを使用します
J0またはJ0+で3ヶ月以上受講された方のみ、在籍可能です
■使用球=レッドボール
■使用コート=J0/J0+：【半面】レッドコート JS：【全面】サービスコート
■指定グリップカラー= J0:レッド J0+:パープル
■振替= J0→J0 J0+→J0+ JS→JS/J0orJ0+

2,100円（税込）

■対象=テニス経験者
■使用球=オレンジボール
■使用コート=【全面】オレンジコート
■指定グリップカラー= オレンジ
■振替= J1
■レベルアップはコーチの判断、もしくはスクール内大会結果を参考に
J2クラスへレベルアップが可能です

2,400円（税込）

■ご入会時の在籍レベルは、ご体験後のコーチ判断となります
■使用球=グリーンボール
■使用コート=フルコート
■指定グリップカラー= グリーン
■振替= J2
■レベルアップはコーチの判断、もしくはスクール内大会結果を参考に
J3クラスへレベルアップが可能です

9,500円（税込）

2,700円（税込）

■ご入会時の在籍レベルは、ご体験後のコーチ判断となります
■使用球=イエローボール
■使用コート=フルコート
■指定グリップカラー= ホワイト
■振替= J3
■レベルアップはコーチの判断、もしくはスクール内大会結果を参考に
選手育成クラスへレベルアップが可能です

月４回LESSON

月８回LESSON

月１２回LESSON

在籍1クラス＝月4回受講

在籍1クラス+チケット4枚
＝月8回受講

在籍2クラス+チケット4枚
＝月12回受講

13,000円（税込）

16,000円（税込）

23,000円（税込）

6,500円（税込）

7,000円（税込）

7,300円（税込）

8,500円（税込）

定員８名
■対象=判定がC5の方
■振替=C5/C4
■状況に応じた陣形を覚えていきます

Ｊ３
（小学生上級）

60分

プラスワンチケット

在籍1クラス＝月4回受講

下記料金にて
チケットを1枚購入できます。
（振替先は在籍分と同じ）

概要

選手育成
（小学生選抜）

90分

4,100円（税込）

■対象=判定がC3～4の方
■振替=在籍レベルか1つ下げたWD特訓/Ｄ/Cクラス
■120分で練習量が豊富な女性限定ダブルスクラス

■ご入会時の在籍レベルは
ご体験後のコーチ判断となります。
■中学1年生まで在籍可能です。
■振替= 選手育成
■レベルアップはコーチの判断で
選手クラスまたは中高生クラスへ可能です
■プラスワンチケット：2,900円（税込）

90分

10,300円（税込）

2,900円（税込）

■対象=硬式・軟式テニスの経験の少ない中高生
軟式テニスは小学校6年生可
■形態=中高初級:硬式テニス 軟式初級:軟式テニス
■振替(硬式⇔軟式間の振替は不可)=
中高初級→中高初級 軟式初級→軟式初級

90分

10,300円（税込）

2,900円（税込）

■対象=ご入会時の在籍レベルは、ご体験後のコーチ判断となります
■形態=中高初中級:硬式テニス 軟式初中級:軟式テニス
■振替(硬式⇔軟式間の振替は不可)=
中高初中級→中高初中級 軟式初中級→軟式初中級

90分

12,500円（税込）

3,400円（税込）

■対象=ご入会時の在籍レベルは、ご体験後のコーチ判断となります
■形態=中高中級:硬式テニス 軟式中級:軟式テニス
■振替（硬式⇔軟式間の振替は不可)=
中高中級→中高中級 軟式中級→軟式中級

月４回LESSON

月８回LESSON

月１２回LESSON

在籍1クラス＝月4回受講

在籍1クラス+チケット4枚
＝月8回受講

在籍2クラス+チケット4枚
＝月12回受講

16,000円（税込）

19,000円（税込）

27,500円（税込）

中高／軟式 初級
（中学生・高校生／初級）

女性限定 定員７名

概要
■対象=3歳～6歳（K1:年中・年少 K2:年長）
■使用球=レッドボール
■使用コート=【半面】レッドコート
■指定グリップカラー= K1:ピンク K2:イエロー
■K1＆K2クラスにはK1、K2どちらのレベルも在籍可能です
■振替= K1→K1/K1＆K2 K2→K2/K1＆K2

定員７名

月４回LESSON

15,200円（税込）

在籍1クラス＝月4回受講

定員１０名

定員６名
120分

プラスワンチケット

ＪS

ダブルスクラス

WD特訓（３～４）

月４回LESSON

60分

Ｊ１
■対象=判定がC3の方
■振替=C3/C2
■並行陣の練習を多く取り入れます

時間

定員６名

（小学生初中級）

専門・特訓クラス
ダブルス・シングルスに特化した
男女別のレッスンを行います

①インドアで少人数制レッスン
②12段階のレベル設定と振替回数
無制限＆振替期間最長半年間

シングルスクラス
定員１０名

ＷＳ３～４
平日昼間

13,200円（税込）

3,600円（税込）

女性限定 定員７名

ＭＳ３～５

中高／軟式 初中級
■対象=判定がC2～5の方
■振替=在籍レベルか1つ下げたWSorMS/S/Cクラス
■WSは女性限定、MSは男性限定、Sは男女混合の
シングルス専門クラスです

85分

（中学生・高校生／初中級）
定員１０名

男性限定 定員７名
土日・夜間

Ｓ２～４

14,000円（税込）

3,800円（税込）

中高／軟式 中級
（中学生・高校生／中級）

男女混合 定員７名

特別クラス
年代別にゆっくり楽しみたい方に
お勧めのクラス設定です

ゆうゆうテニス
（初級／中級）

時間

85分

料金

平日昼間

定員８名

月４回LESSON

プラスワンチケット

在籍1クラス＝月4回受講

下記料金にて
チケットを1枚購入できます。
（振替先は在籍分と同じ）

9,500円（税込）

2,700円（税込）

■対象=60歳以上の方（判定がC1以上）
■振替=ゆうゆう/コーチ指定レベルのCクラス
■ゆったり楽しく、ゲーム練習多めのレッスンです

1,900円（税込）

■対象=2～3歳のお子様と保護者様
■振替=親子テニス
■お子様と一緒にテニスの基礎や身体の動かし方を
習得していきレッスンの中で団体行動なども
学んでいきます

概要

定員１０名

親子テニス
定員６組

60分

平日昼間

6,500円（税込）

選手
（小中高生選抜）
定員５名

120分

プラスワンチケットについて
・レッスン1回分のチケットを追加でご購入いただけます
・受講可能クラスと同じレベルのチケットのみご購入いただけます
・有効期限は発行日より3ヶ月間です
・休会されますとチケットも消去されますので予めご了承ください

■対象=ご入会時の在籍レベルは
ご体験後のコーチ判断となります
■振替=選手/コーチ指定の一般クラス
（一般クラス振替は振替差額500円頂戴します）
■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 （小学生不可）
■プラスワンチケット：3,600円（税込）

【ご購入方法】
フロントで直接またはお電話にてご予約いただけます
【ご購入方法】
料金はフロントにて現金でお支払いください
フロントで直接またはお電話にてご予約いただけます
購入されたチケットは在籍チケットとしてサービスエースに発行されます
料金はフロントにて現金でお支払いください
購入されたチケットは在籍チケットとしてサービスエースに発行されます

