http://www.himawari-tennis.co.jp

今秋、皆様のお声を参考にシステムを見直してスクールをパワーアップ！！
マスターコース【それぞれレベルアップ目指すクラス】とトーナメントコース【それぞ
れレベルに合わせたゲーム練習をするクラス】の 2 コースを経験豊富なコーチングスタッ
フが充実した内容のレッスンで行っております。また、初心者の方を対象にしたクラスや
年齢・体調などにより体力に自信のない方でも楽しめるクラス、女子ダブルス専用クラス
など目的を絞ったレッスンをチケット制専用クラスとして開校もしており、目的別にそれ
ぞれが満足して頂けるクラス設定で長く楽しめるシステムとなっております。

BIG-K TENNIS

一般クラス版

ひまわり
テニススクール
BIG-K TENNIS

［スクール紹介］
数多くのプロ選手を輩出しているビッグＫテニスのレッスンを本校（吉祥寺）へ行かず
とも、都内有数の施設を誇るひまわりテニスクラブで受講することができます。
選手育成で培ってきた定評あるカリキュラムと「テニスが共通の趣味なんです！！」をモ
ットーとした優秀なスタッフが皆様をお待ちしております。
［施設概要］

〒124-0021 東京都葛飾区細田３－９－１４
☎：０３－３６５９－０８４２
URL：http://www.himawari-tennis.co.jp
E-mail：school@himawari-tennis.co.jp
スクール営業時間：月曜定休
火曜～金曜（９：３０～２１：００）
※祝日の場合９：３０～１７：００

土曜（８：００～１８：００）
日曜（８：００～１７：００）

施設概要
★ハードコート 12 面【パブリック 6 面、会員 6 面（内スクール 2 面）
、】インドアコート 2 面
★クラブハウス【フロント、男女更衣室、ロッカー（シャワー完備）
、喫茶ラウンジ、プロショップ】
★駐車場、駐輪場、自販機
スクールシステム（長期自動継続型システム）
お客様からの退校届がなければ自動的に継続して籍を確保致します。注①
★カリキュラム…年間 2 期制、[前期（4 月～9 月）
、後期（10 月～3 月）]
★受講料のお支払いは月 4 回、月会費制 注②
★雨天中止分、自己都合欠席分の振替は原則在籍月日程内となります。注③
★ご継続の場合、振替猶予期限を５か月延長させて頂きます。注④
注①クラス変更、休校、退校の手続きは前月日程 4 週目までにフロントにてお願い致します。
注②日程上月 3 回の場合あり。その場合 3 回分の月会費になります。注③レッスン開始前までに欠席の連絡がなかった場合は出席扱いとなり振替は取れなくなります。
注④退校された場合残りの振替分は消滅となり振替利用ができなくなります。

お申込みにあたって必要なもの
★入校金￥5,400（税込）※継続中無期限有効
※スクール生からのご紹介の場合は￥1,0８０割引となります。
※ひまわりテニスクラブ会員は入校金免除となります。

★登録料
年度の登録料として１２か月分\2,592（税込）を年度の始め（4 月）に毎回お支払いして頂きます。
注：退校時に失効となり、復帰をする際には再度登録料が発生します。
※ご家族が入会される場合は 2 人目から半額とさせて頂きます。
※途中月からのご入校の際は残り月数分（￥216（税込）＊残り月数）となります。

★受講料
月 4 回分を前月度 4 週目または次月度１週目にお支払いして頂きます。
※別途受講料表をご覧ください。

★受講料割引
 継続…￥270 割引致します。
 家族・学生・会員・2 クラス…￥1,080 割引致します。
※継続割引以外はおひとり様につき１つのみ適用とさせて頂きます。
※家族割引はお２人目からの適用とさせて頂きます。
※チケット制クラスは割引クラス適用外とさせて頂きます。

★ご新規の方…□身分証明書のご提示□お申込み用紙□顔写真（一般クラス不要）
その他特典
 2 か月に 1 回「ＮＥＷＳ ＬＥＴＴＥＲ ろまあむ」を発行。
 期の終わりに担当コーチからの診断書をお渡し致します。
 テニス用品が通常 2 割引でご購入できます。（対象外あり）

ご紹介者特典
スクール在籍の方が新規の方をご紹介の場合、ご紹介者 1 名につき無料単発券（1 回分）を進呈致します。

休校、退校されるにあたって必要なもの
★休校を希望される方
フロントにて休校の手続きを済ませて下さい。
その際に休校手数料としてひと月につき受講料の 25％を頂戴致します。
※在籍扱い（籍確保）としてプラスレッスンがご利用可能となります。
※在籍扱い（籍確保）として振替の猶予期限は消滅しません。
※休校月日程内で振替を利用される方は手数料をご負担のうえで利用可能となります。
振替 2 回までは１回につき手数料\540（税込）、3 回目以降 1 回につき\1,080(税込)が必要となります。
※休校可能月は 3 か月までとさせて頂きます。

★退校を希望される方
前月 25 日（定休日の場合 26 日）までにフロントにて退校の手続きを済ませて下さい。
期日を過ぎた場合キャンセル料として受講料の 25％を頂戴致します。
※退校された場合残りの振替分は消滅となります。
※復帰される場合には新規入校キャンペーンの対象外とさせて頂きます。

スクール日程（2018 年度後期）※曜日別スケジュールは別紙スケジュール表をご覧ください。
月

10 月
11 月
12 月
1月
2月
3月

日

程

10/02(火)～10/28(日)、計４回
10/30(火)～11/25(日)、計４回
11/27(火)～01/06(日)、計４回
01/08(火)～02/03(日)、計４回
02/05(火)～03/03(日)、計４回
03/05(火)～03/31(日)、計４回

休

校

11/23(金)ナイタークラス休校
12/2３(日)～01/0５(土)冬休み
01/15(火)～01/18(金)社員研修旅行のため休校
03/21(木)ナイタークラス休校

イベント日程（2018 年度後期）
日

程

09/18(火)～10/14(日)
12/23(日)
12/23(日)
01/20(日)

休

校

ラケットキャンペーン、各メーカーニューモデルが 2 割引＋ガット、張り代サービス。
親子テニス＆クリスマスパーティー開催予定
クラブ内トーナメント開催予定
スクール新年会開催予定

※掲示ポスター、ホームページスクールブログにて詳細をお知らせ致します。

コース・クラス案内
マスターコース ★クラスアップ目指してレッスンを行います
ア ベ レ ー ジ (G1・旧Ｍ)
初級～初中級対象 苦手ショットの克服をし、ダブルスの基礎までを習得して頂きます。
ア ド バ ン ス (G2・旧Ａ)
中級～中上級対象 各ショットの強化をし、ダブルスの応用までを習得して頂きます。
ア ッ パ ー (G3・旧Ｔ)
上級～最上級対象 試合に必要な実戦練習をもとに勝つテニスを習得して頂きます。
ゲ ー ムコース ★レベルに合わせたゲーム練習のレッスンを行います
ア ベ レ ー ジ (T1・新設)
初級～初中級対象 雁行陣のフォーメーションを習得して頂きます。
ア ド バ ン ス (T2・新設)
中級～中上級対象 平行陣のフォーメーションを習得して頂きます。
ア ッ パ ー (T3・新設)
上級～最上級対象 より実践的なフォーメーションを習得して頂きます。
※新規の方は体験レッスン（有料￥１，０８０税込）受講後にコーチから適正なレベル（クラス）をご説明します。
※上記以外にチケット制クラス[初心者専用(S)、エンジョイ(E)、女子ダブルス(F)]もあります。別紙パンフレットを御覧下さい。
※アッパークラス(G3・T3)に入校を希望される方は、コーチと相談のうえ入校の可否をお伝えします。

受講料（注）下記表示金額はすべて総額表示（内消費税８％）となっております。
コース
マスター
ゲ ー ム

システム
対 象
年間 2 期。月 4 回、月会費制 高校生以上
年間 2 期。月 4 回、月会費制 高校生以上

レッスン時間
90 分
60 分

定員
8名
4名

平
日
￥９，３２０
￥９，３２０

ナイター・土日
￥９，９４７
￥９，９４７

※定員は基本、コーチ１名に対しての人数となります。
※入校金、登録料が別途掛かります。

オプション（注）下記表示金額はすべて総額表示（内消費税８％）となっております。
時間に余裕があって他のクラスのレッスンを受けたい時（振替以外で）ご利用ください。
コース
マスター
ゲ ー ム

体験レッスン
ビジター（平
日） ビジター（ナイター・土日）
\1,080
\3,240
\3,456
￥1,080
\3,240
\3,456

単発（平

日）
￥2,160
\2,160

※体験レッスンはお一人様 1 回限りご利用可能となります。
2 回目以降はビジター扱いとさせて頂きます。
※休校クラスへの受講はできません。
※定員に達しているクラスへのビジター参加はできません。

プライベートレッスン・グループレッスン

単発（ナイター・土日）
￥2,300
\2,300

体験レッスン
随時受付中！！

ご希望のクラスで
マスターコースよりもっと個別に、マンツーマンであなたの望み通りにレッスンいたします。 レッスンを予約の上
（お申込みは１週間前から受付致します、日時はご相談下さい。）
で体験受講できます
時間
人数
スクール在籍生
ビジター
1 回のみ
1名
￥7,560
￥8,640
￥1,080（税込）
プライベート レッスン 60 分
※2 回目からはビジタ
2名
￥11,664
￥12,960
ー扱いとなります
グループ レッスン 90 分 3 名
￥12,960
￥16,200
※プロ選手や本校コーチ陣によるプライベートレッスンを随時開催予定です。
料金は別途設定させて頂きます。
※グループレッスンを４人以上でご利用の場合は、３人利用の料金に加えて追加料金を頂戴致します。
詳しくは担当コーチまでお問い合わせ下さい。

時間割（担当コーチ表）

火曜日

1 限（平日）

2 限（平日）

3 限（平日）

09:30～11:00

11:15～12:15

13:00～14:３0

G1

村田

Ｔ１

村田

Ｇ３

4 限（平日）

7 限（ナイター）
19:40～21:00

村田

G1

和泉

19:40～21:00
G3

水曜日

09:30～11:00
G1・G2 小澤

11:15～12:45
G1
小澤

09:30～10:30

11:15～12:15

★E

村田

09:30～11:00
木曜日

G1

小澤

09:30～11:00
G2

金曜日

土曜日

村田

09:30～11:00
G1
小澤

14:30～15:30
★Ｆ
小澤

20:00～21:00

村田

11:15～12:45
G1

小澤

★Ｓ
13:00～14:00
★S

村田

14:30～15:30
★Ｆ

小澤

11:15～12:15
★E

山田

19:40～21:00
G1

和泉

19:40～21:00

村田

11:15～12:15
Ｔ１
小澤

19:40～21:00
G1・G2 和泉

★YT
13:00～14:３0
Ｇ３
冨田

村田

19:40～21:00
G1・G2 和泉

早朝（土日）

1 限（土日）

2 限（土日）

3 限（土日）

4 限（土日）

08:00～09:30

09:30～11:00

11:00～12:30

12:30～13:30

15:30～16:30

G1

冨田

08:00～09:00
★S

村田

08:00～09:30
日曜日

T2

13:00～14:00
★S
村田

村田

G1

小澤

08:00～09:30
G2

村田

G1・G2

村田

09:30～11:00
G3

小澤

09:30～11:00
G1・G2

小澤

09:30～10:30
★S

山田

G1

和泉

T2

11:00～12:30
G2

冨田
和泉

T3

村田

和泉

村田

12:30～14:00
G3

11:00～12:30
G2

T1

12:30～13:30

11:00～12:30
G1

小澤

小澤

12:30～14:00
G3

山田

※マスターコースナイタークラスはレッスン時間が 80 分となります。
※★印はチケット制クラスとなります。詳細は別紙パンフレットを御覧下さい。

【ビッグＫテニス 本校卒業のトーナメントプレーヤー】
望月寛子（93ウインブルドンジュニア複優勝、他）・小畑沙織（元フェドカップ日本代表、98・02全日本選手権単優勝、他）・
占部奈美（02全日本室内選手権複優勝、他）・高瀬礼美・青山香織・飯島久美子（01・06・07・08全日本室内選手権複優勝、
06全日本選手権複優勝、他）・井上万里・謝淑薇（02ジャパンオープンジュニア優勝、13全英複優勝、他）・江口美沙（11バン
コク1万ドル単優勝、11軽井沢国際女子テニス大会2.5万ドル単優勝、14全日本選手権単優勝、他）

校 長

畠中 君代 元全日本チャンピオン、元フェドカップ日本代表選手

スクールヘッドコーチ 村田 茂樹 全米プロテニス登録協会認定コーチ、
プレーヤーズヘッドコーチ 小澤 尚二 日本体育協会公認コーチ、元ビッグＫテニスプレーヤーズヘッドコーチ
チーフコーチ 和泉 鉄平 ひまわり チーフコーチ
コーチ 冨田 風人、 他ビッグＫテニス所属コーチ

ひまわりテニススクール
東京都葛飾区細田３－９－１４
ＴＥＬ：０３-３６５９-０８４２
◆交通機関◆
最寄駅
●京成線京成高砂駅
●ＪＲ総武線小岩駅
京成高砂駅からは徒歩約１０分。
ＪＲ小岩駅からはバスです。
小岩駅北口から京成タウンバス・『小５４亀有駅行き』に乗って、
約１０分、『保育園前』で下車。
バス停が小岩駅北口から少し離れています。注意して下さい。

