
冬休み

期間 バス

1期Ａ 4日間
池田・新稲
コース

1期Ｂ 4日間
池田
コース

2期Ａ 4日間
箕面
コース

2期Ｂ 4日間

※12月27日（日）はバスの運行はございません。

年齢・能力に応じたクラス編成、基本からの徹底した水泳指導。認定書、認定ワッペンを交付します。

尚、認定された級から引き続き本科ジュニアコースで練習していただけます。

一般の方：11月7日（土）　11：00～　　会員：11月9日（月）11：00～
定員になり次第、締め切らせていただきます。直接フロントにて参加費を添えてお申込みください。

12月15日までキャンセル・変更無料！12月16日から前日営業時間終了までのキャンセル・変更の

場合、1,000円(税別)のキャンセル料が必要です。当スクールの会員カードをお持ちの方は、お持ち

ください。満員になり次第受付終了いたします。空き状況はお電話にてお問い合わせください。

期間

タイム級
特訓コース
（1期Ｃ）

4日間

水泳
パーソナル
(2期Ｃ）

30分

★特訓コースの方はバスのご利用が可能です。ご希望の方は申込時にご申告ください。

★水泳パーソナル…お二人のスイムレベルなどによっては、お受けできない場合がございます。バスはご利用いただけません。

曜日 火曜日又は木曜日 コース 本科ジュニアコースより選んで

時間 11：15～12：05 ください。定員がございます。

対象 4ヵ月～2才児と保護者 内容 練習３回、テスト１回

定員 各月15組 当月振替可能

料金 4回　4,000円（税別） 料金 7,600円（税別）

日　　　程 時　　間 対　象 参加費

12/25（金）～29(火）
＊26（土）除く

　9：00-10：15
　　※２7日（日）は13：45～15：00

　2才～中学生 6,400円（税別）

日　　　程 時　　間 対　象 参加費（税別）

12/25（金）～29(火）
＊26（土）除く　定員あり

9：00-10：15　★毎日テスト有
　　※２7日（日）は13：45～15：00

　12月在籍の
18級・20級

スーパー1～4級

受付

12/25（金）～29(火）
＊26（土）除く

14:45-16:00
※２9日（火）は10：00-11：15

　3才～中学生 6,400円（税別）

1/4（月）～7(木） 　9：00-10：15 　2才～中学生 6,400円（税別）

1/4（月）～7(木） 14:45-16:00 　3才～中学生 6,400円（税別）

内容

8,400円

1/4（月）～7(木）

1/4（月）　①9：10-9：40　②9：45-10：15
1/5(火）　①9：10-9：40　②9：45-10：15
1/6(水）　①9：10-9：40　②9：45-10：15
1/7(木）　①9：10-9：40　②9：45-10：15

５才以上～中学生
３０分

個人　4,000円
ペア　6,000円

ベビーコース ジュニアコース１ヶ月お試しコース
12月コース ・ １月コース

新型コロナウィルス感染拡大防止対策実施中！

検温をしています

ご観覧は

ご家族1名に

制限しています

お試しｼﾞｭﾆｱｺｰｽ
からの入会特典は下
記と同じです。

お試しからの
入 会 特 典

①入会事務手数料
→50％ＯＦＦ

②保護者様水泳
キャップ進呈！

③オリジナルタオ
ルプレゼント！

※送迎バスはございません。

1日体験もして

いるよ！
1,000円（税別）

おひとり様1回限り

半額 半額
申込締切1/31日まで



　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

スイミングスクールのご案内

休館日：11/8・23 12/29～1/3

●子供のスクール スクールバス
Ｃ～Ｅコースで運行中（定員あり）

対象年齢（学年） 時間 曜日 月会費（税別）

4ヵ月～2才11ヵ月
＆保護者1名

11：15～12：05 火・木 自由出席　6,100円

ＡＡ 2才～小3 12：45～14：00 土

Ａ 2才～小3 13：45～15：00 水・土

Ｂ 2才～小3 14：45～16：00

Ｃ　バス運行 3才～小4 15：45～17：00

Ｄ　バス運行 4才～中3 16：45～18：00

Ｅ　バス運行 小1～中3 17：45～19：00

Ｚ 3才～中3 8：15～9：30

Ｖ 3才～中3 9：15～10：30

8：15～9：30

9：15～10：30

10：15～11：30

11：15～12：30

小1～中3 17：45～19：00 週3回　10,000円

小1～高3 18：45～20：00 週6回　11,700円

Ｐ
体操教室

年少～小3 17：00～18：00 月・水 週1回　　5,800円

年中～小2 16：30～17：30

小3以上 17：40～18：40

Ｓ
ベビー

コース

Ｈ

ジ
ュ
ニ
ア
本
科
コ
ー
ス

月4回　　6,000円
※振替制度はございません

2才～中3

Ｆ
選手育成

木

月～土

日

スイミングスクールのご案内
箕面コース（月・木）　新稲コース（火・金）
池田コース（月～土）　豊中コース（水・土）

各
種
教
室

ＣＨ
チアダンス

月～土

土

週1回　　7,400円

週2回　　9,500円

週3回　11,500円

※各コースに定員が
ございます。

プールが初めてでも安心！泳げない

お子様でも楽しくレッスンできます！

体験後10日以内の入会お手続きで体験料を返金致します‼

今回の体験からスイミングスクールにご入会の方

①ジュニア本科コースに新規ご入会の場合 … 指定水着＋指定キャップ 各30％ＯＦＦ！

②ベビーコース・各種教室に新規ご入会の場合…オリジナルタオルプレゼント！
＊特典は初めての方当クラブ・スクールにご入会いただく方に限らせていただきます。

11月・12月

入会特典

子どもスクールバス運行
スイミングスクール C・D・Eｺｰｽ

バスには定員がございます。

月・木曜日 箕面コース

火・金曜日 新稲コース

水・土曜日 豊中コース

月～土曜日 池田コース

対象 時間 曜日 月会費（税別）

成人男女（中学生～）

水慣れ～4泳法

レベルに応じた水泳指導。

19：00～20：00 月・水・土

11：00～12：00 月・水

10：45～11：45 土

成人男女
全く泳げない方でも安心。

軽い水中歩行と水泳指導。

12：30～13：20 火・木

成人男女
水中歩行を中心に体力増進を

目的とした健康教室。

13：30～14：20 火・金
月４回　　 5,900円
月8回　　 7,900円

Ｕ
水中ウォーキング

月４回　　 8,700円

月８回　　11,000円

月12回　13,300円

成人女性（高校生～）

水慣れ～4泳法

レベルに応じた水泳指導。

●大人のスクール

コース

Ｇ
成人

Ｌ
レディス

Ｒ
スイム＆ウォーク

受付時間 月－金 10：00ー20：15

土 9：00－20：15 日 9：00－15：15


