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

時間

料金

月４回Ｌｅｓｓｏｎ
在籍クラスを１つ確保
週１回、月４回受講

ジュニアスクール会員

レッスンチケット

クラス概要

１枚からご購入いただけます

クラス

時間

月４回Ｌｅｓｓｏｎ

レッスンチケット

在籍クラスを１つ確保
週１回、月４回受講

１枚からご購入いただけます

8,580円（税込）

2,530円（税込）

チャレンジクラス（ダブルス・基本練習を中心としたクラス）

Ｃ1クラス
（初級者クラス）

１面：定員１０名
４番コート：定員３名

Ｃ２クラス
（初中級ダブルスクラス）

ＫＩＤＳ

１面コート

８５分
４番コート

平日
土日・夜間

11,000円（税込）

【クラス概要】 基本から始めたい初級者の方
【レッスン内容】 １面コートでのラリー・ゲームの導入
【振替可能クラス】 C1クラス

「在籍クラス」 ＋ 「レッスン受講回数無制限」

６０分

12,650円（税込）

【クラス概要】 楽しく上達したい初中級の方
【レッスン内容】 雁行陣ダブルス練習
【振替可能クラス】 C2/C1

定員１０名

土日・夜間

13,750円（税込）

3,850円（税込）

定員４名（１番コート/５名）
６０分

8,800円（税込）

2,640円（税込）
【対象】 テニス経験の少ない小学生（J0・J0+に3カ月以上在籍もしくはコーチの判断による）
【振替可能クラス】 J0・J0+（学年に応じて）・J0All
【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
団体行動とテニスのマナーを学んでいきます
1面のコートにジュニアミニコート2面を設置し必要なラリー・ゲームの感覚をつかんでいきます

Ｊ０Ａｌｌ
（ジュニア０オール）

定員８名（１面コート）

Ｃ３クラス
（中級ダブルスクラス）

平日昼間

Ｃ４クラス

3,740円（税込）
【クラス概要】 楽しく上達したい中級の方
【レッスン内容】 並行陣ダブルス練習
【振替可能クラス】 C3/C2

８５分

定員９名

（中上級ダブルスクラス）

13,750円（税込）

Ｊ１ （ジュニア１）

土日・夜間

14,740円（税込）

4,070円（税込）

定員 １人コーチ ９名
２人コーチ １２名

平日昼間

14,190円（税込）

3,960円（税込）

Ｊ２ （ジュニア２）
【クラス概要】 楽しく上達したい中上級の方
【レッスン内容】 状況に応じたダブルス陣形練習
【振替可能クラス】 C4/C3

８５分

定員８名

土日・夜間

15,180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
団体行動と挨拶を学んでいきます

【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+ J0+→J0・J0+・J0＆J0+
【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
団体行動とテニスのマナーを学んでいきます

（ジュニア０・ジュニア０プラス）

3,520円（税込）

８５分

定員５名(１番コート/６名）

６０分

Ｊ０・Ｊ０⁺

（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）

平日昼間

（キッズクラス）

クラス概要

定員 １人コーチ ８名
２人コーチ １１名

６０分

６０分

10,010円（税込）

11,000円（税込）

2,750円（税込）

【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回表彰（1位～3位）されると可能

3,025円（税込）

【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回表彰（1位～3位）されると可能

3,300円（税込）

【対象】 小中学生 （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 ※中学生はJ3のみとなります
【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回表彰（1位～3位）されると可能
（高等学校へ進学後は、中高生硬式クラスへの進級となります）

3,520円（税込）

【対象】 小中学生（在籍レベルは体験後のコーチの判断となります）
※選手育成クラスの中高生のみ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

3,410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）
【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 550円(税込)/1回を頂戴致します
※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回入賞（優勝・準優勝）すると可
※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

4,180円（税込）
【1クラス目】

Ｃ５クラス
（上級ダブルスクラス）

平日昼間

14,740円（税込）

4,070円（税込）
【クラス概要】 楽しく上達したい上級の方
【レッスン内容】 状況に応じたダブルス陣形練習
【振替可能クラス】 C5/C4

８５分

定員７名

Ｊ３

土日・夜間

15,730円（税込）

（ジュニア３）

定員７名

15,730円（税込）
８５分
【２クラス目～】

11,011円（税込）

4,290円（税込）
【1クラス目】

テニススクール会員 （専門・特訓クラス）
クラス

時間

料金

月４回Ｌｅｓｓｏｎ
専門クラスの在籍を1つ確保
（月４回受講）

レッスンチケット
１枚からご購入いただけます

Ｊ４
クラス概要

（ジュニア４）

定員６名

16,170円（税込）
８５分
【２クラス目～】

11,319円（税込）

シニアクラス

シニアクラス
定員１０名

８５分

平日昼間

【クラス概要】 年齢別クラスで練習したい方
【対象】 満60歳以上のC2～C4レベルの方
【レッスン内容】 雁行陣を中心にダブルス練習
【振替可能クラス】 在籍レベルのチャレンジクラス
一つ下のレベルのチャレンジクラス

10,670円（税込）

中高硬式クラス
（初中級・中級）

８５分

12,650円（税込）

定員１０名

ダブルス専門クラス
【1クラス目】

ＷＤ２
（女性限定） 定員９名

８５分

平日昼間

平日昼間

ＷＤ３・４
（女性限定） 定員６名

（女性限定） 定員９名

3,740円（税込）

15,730円（税込）

4,290円（税込）

８５分
土日・夜間

ＷＤ３・４特訓

13,750円（税込）

１２０分

平日昼間

16,170円（税込）

16,170円（税込）

4,400円（税込）

4,400円（税込）

【クラス概要】 女性のみでダブルス練習をしたい方
【対象】 C2レベルの女性
【レッスン内容】 雁行陣を中心にダブルス練習
【振替可能クラス】 WD2/C2/C1

【クラス概要】 ダブルス練習を中心に練習したい方
【対象】 C3～C5レベルの方 ※それぞれのレベル
【レッスン内容】 平行陣中心のダブルス練習
【振替可能クラス】 在籍レベルの専門クラスとチャレンジクラス
一つ下のレベルのクラス

【クラス概要】 ダブルスの試合に勝ちたい方
【レッスン内容】 試合中心の特化レッスン
【対象】 C3・4レベルの方 ※それぞれのレベル
【振替可能クラス】 在籍レベルの専門クラスとチャレンジクラス
一つ下のレベルのクラス

８５分

定員６名

【1クラス目】

１１５分

ＭＳ３・４・５

（男性限定） 定員５名

15,730円（税込）

4,290円（税込）

土日・夜間

16,390円（税込）

4,510円（税込）

８５分

（男性限定） 定員６名

ＭＳ６

平日昼間

８５分

土日・夜間

16,500円（税込）

4,510円（税込）

【クラス概要】 シングルス練習を中心に練習したい方
【対象】 C3～C5レベルの方
【レッスン内容】 シングルスの形式練習等
【振替可能クラス】 在籍レベルの専門クラスとチャレンジクラス
一つ下のレベルのクラス

【クラス概要】 市民大会等で勝ちたい方
【対象】 コーチによるMS6判定がある方
【レッスン内容】 シングルスの形式練習等
【振替可能クラス】 在籍レベルの専門クラスとチャレンジクラス
一つ下のレベルのクラス

21,560円（税込）
【２クラス目～】

15,092円（税込）

中学軟式クラス
定員８名

８５分

12,100円（税込）

【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 1,100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 1,100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
※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
■1期に1回（10週目の日曜日）、選手と選手育成クラスでの入れ替え戦を行い、
翌期のクラスを決定します。(詳細は別紙参照）

【対象】 小学6年生～中学生

特別レッスン
ＶＴＲクラス（予約制）

ＷＳ３・４・５

【２クラス目～】

11,319円（税込）

選手クラス
選手育成クラス

シングルス専門クラス

（女性限定） 定員６名

16,170円（税込）

定員１名

３０分

■VTRチケット＝1枚3,300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＝550円（税込） ※2回目以降、上書き＝330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 ※休会後はご利用いただけません

〒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
TEL 043-301-4001 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

