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4/30(月・祝)

8:00～10：00
2h総合！パーフェクトレッスン
各ｼｮｯﾄﾊﾞﾗﾝｽよく練習します！

初・初中級 中級 上級

西垣 木本 大原
定員:各10名 料金:4,200円

10：00～12：00
2h徹底！ダブルス実践

実戦で使えるﾎﾟｼﾞｼｮﾝ・配球をﾏｽﾀｰしよう！

初・初中級 中級 上級

大原 木本 西垣
定員:各6名 料金:4,500円

12：00～15：00

とことんﾀﾞﾌﾞﾙｽ練習会！
集まったﾒﾝﾊﾞｰで、

ﾀﾞﾌﾞﾙｽを楽しみましょう！

ﾚﾍﾞﾙ:ﾌﾘｰ 定員:18名
料金:5,000円

池谷

15：00～17：00
レンタルコート

料金:6,480円/1面1h

17：00～21：00

TU TOKYO CUP

男子 ダブルス
定員:12組

参加費:1ペア 5,000円
試合形式:3組1ｸﾞﾙｰﾌﾟによる
リーグ戦後、1.2ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦
全試合ノーアド・6ｹﾞｰﾑ先取

野中

4/29(日･祝)

体験レッスン(ビギナー)
ビジター12名:ワンコイン

林・西入

体験レッスン(少し経験のある方)
ビジター16名:ワンコイン

林・西入

11：00～13：00
２ｈ総合！パーフェクトレッスン
各ｼｮｯﾄﾊﾞﾗﾝｽよく練習します！

初･初中級 中級 上級

西入 富田 高柳
定員:各10名 料金:4,200円

13：00～15：00
☆コーチにチャレンジ☆

ﾗﾘｰ＆ｹﾞｰﾑ
ﾚﾍﾞﾙ:ﾌﾘｰ

西入･山村・高柳・坂井・富田・松尾

定員:18名 料金:3,500円

15：00～17：00
ショット改造計画！！
お悩みｼｮｯﾄを解決します。
ﾌｫｱｓｔ ﾊﾞｯｸｓｔ SV＆RT

松尾 坂井 山村
ﾚﾍﾞﾙ:ﾌﾘｰ 定員:各6名

料金：4,600円

17：00～21：00

TU TOKYO CUP

ミックス ダブルス
定員:12組

参加費:1ペア 5,000円
試合形式:3組1ｸﾞﾙｰﾌﾟによる
リーグ戦後、1.2ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦
全試合ノーアド・6ｹﾞｰﾑ先取

小松

《特別レッスン注意事項》

●お申込みはWEBシステム、又はお電話にて承ります。
●振替差額などはWEBシステムでのご予約時にご確認下さい。
●クラス成立の可否は２日前午後５時に決定致します。
●キャンセルは３日前午後５時までにお願い致します。
・それ以降のキャンセル、無断欠席は出席したものとみなし、料金を
頂きます。
●体験レッスンはビジターの方のみ受講可能となります。
●レンタルコートにつきまして
・１グループ２時間までとなり、利用者内にスクール生が
１名いる事が必要です。

●雨天中止の決定は３０分前に行います。
・メールアドレス登録済みの方は雨天中止の連絡が配信されます。
・メールアドレス未登録の方は大変お手数ですがお電話にてご確認下さい。
●雨天模様ですがレッスンを行う場合、お客様自身が「雨天中止振替」を希望する事が可
能です。
・この選択できるシステムは、こちらの判断とさせて頂きます。未登録の方は大変お手数
ですが、お電話にてご確認下さい。
●雨天時はレッスンの時間２／３を行った場合、成立とさせて頂きます。
●コーチは決定した後での変更もありえますのでご了承下さい。
●ビジターの方は各レッスン＋５００円で受講可能です。
●料金は全て税込表示となります。

■個人・法人会員の皆様へ
◆お申込みは、ご本人様より直接、フロントにて承ります。
お電話でのご予約も可能です。

※法人会員様は全プログラムを通して1社につき

８名様までのご予約とさせて頂きます
。
※法人会員様は当日、御社発券部署より配布の当クラブ
利用券をお一人様1枚ご持参下さい。

※当日通常の法人会員コート利用のお客様は、

1枚の利用券でプログラムへのご参加も可能です。 TEL ０３－３９８７－２８２２

5/1(火)

10：00～12：00

2h徹底！ダブルス実践
実戦で使えるﾎﾟｼﾞｼｮﾝ・配球をﾏｽﾀｰしよう！

初・初中級 中級 上級

大原 坂井 富田
定員:各6名 料金:4,400円

12：00～14：00

ショット改造計画！！
お悩みｼｮｯﾄを解決します。
ﾌｫｱｓｔ ﾊﾞｯｸｓｔ SV＆RT

坂井 大原 富田
ﾚﾍﾞﾙ:ﾌﾘｰ 定員:各6名

料金：4,500円

14：00～16：00

２ｈ徹底！！

シングルス練習会
定員:15名 料金:4,400円

中級以上

三島

16：00～21：00

☆第二回☆

リポビタンDキッズCUP

GW!ジュニアNo1
決定戦！
ｵｰﾌﾟﾝの部

※Jr中級２・JP・SJ

定員:12名
参加費:3,000円

試合形式:3名1ｸﾞﾙｰﾌﾟによる
リーグ戦後1・2ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦
全試合ノーアド6ｹﾞｰﾑ先取

小松

5/2(水)

10：00～12：00
２ｈ総合！パーフェクトレッスン
各ｼｮｯﾄﾊﾞﾗﾝｽよく練習します。
初・初中級 中級 上級

池谷 戸田 片桐
定員:各10名 料金:4,100円

12：00～14：00

2h徹底！ダブルス実践
実戦で使えるﾎﾟｼﾞｼｮﾝ・配球をﾏｽﾀｰしよう！

初・初中級 中級 上級

片桐 池谷 戸田
定員:各6名 料金:4,400円

14：00～16：00

☆本山コーチによる☆
２ｈ！ダブルス強化練習会
定員:10名 料金:4,600円
ﾚﾍﾞﾙ：中級以上(2面使用）

本山・晝間

16：00～21：00

☆第二回☆

リポビタンDキッズCUP

GW!ジュニアNo1
決定戦！
ﾋﾞｷﾞﾅｰの部

※Jr初級1～3・Jr中級1

定員:12名
参加費:3,000円

試合形式:3名1ｸﾞﾙｰﾌﾟによる
リーグ戦後1・2ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦
全試合ノーアド6ｹﾞｰﾑ先取

小松・晝間

5/3(木・祝)

8:00～10：00

｢2h!必勝ｽﾄﾛｰｸ｣
とことんｽﾄﾛｰｸの練習をしましょう！

初・初中級 中級 上級

坂井 西垣 西入
定員:各10名 料金:4,600円

10:00～12：00
2h総合！パーフェクトレッスン
各ｼｮｯﾄﾊﾞﾗﾝｽよく練習します！
初・初中級 中級 上級

西入 坂井 西垣
定員:各10名 料金:4,200円

12：00～14：00

２ｈ徹底！！

シングルス練習会
定員:15名 料金:4,500円

中級以上

山村

14：00～17：00

とことんﾀﾞﾌﾞﾙｽ練習会！
集まったﾒﾝﾊﾞｰで、

ﾀﾞﾌﾞﾙｽを楽しみましょう！

ﾚﾍﾞﾙ:ﾌﾘｰ 定員:18名
料金:5,000円

池谷

17：00～21：00

TU TOKYO CUP

男子 シングルス
定員:１２名

参加費:4000円
試合形式:3名1ｸﾞﾙｰﾌﾟによる
リーグ戦後、1.2ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦
全試合ノーアド・6ｹﾞｰﾑ先取

山村

5/4(金・祝)

8:00～10：00

早朝シングルス練習会
ﾚﾍﾞﾙ:中級以上
3面使用

定員:各15名 料金:4,600円
林・西入

体験レッスン(キッズ)
ビジター12名:ワンコイン
林 西入 今井

体験レッスン(ジュニア)
ビジター12名:ワンコイン
林 西入 今井

14：00～17：00(試合)
17：00～20：00(パーティー)

コーチがキャプテン！
スクール生親睦テニス団体戦

ビアパーティー
参加者の皆さんを6チームに分け親睦チーム対抗
戦後、ｸﾗﾌﾞﾊｳｽにて食事とお酒で和みましょう！

ﾚﾍﾞﾙ:ﾌﾘｰ 定員:30名
料金:5,500円

林・松尾・西入・富田・今井・晝間

17：00～21：00

TU TOKYO CUP

女子 シングルス
定員:12名

参加費:4,000円
試合形式:3名1ｸﾞﾙｰﾌﾟによる
リーグ戦後、1.2ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦
全試合ノーアド・6ｹﾞｰﾑ先取

小林

５/５(土・祝)

8:00～10：00
2h総合！パーフェクトレッスン
各ｼｮｯﾄﾊﾞﾗﾝｽよく練習します！
初・初中級 中級 上級

嶋崎 今井 富田
定員:各10名 料金:4,200円

ﾃﾆｽﾕﾆﾊﾞｰｽ実業団選手！！

☆比嘉明人プロによる☆
ＧＷスペシャルクリニック

ｼｮｯﾄ技術編 ﾚﾍﾞﾙ:初級以上
定員:24名 料金:4,800円

林・西入・大原

☆比嘉明人プロによる☆
ＧＷスペシャルクリニック

実戦戦術編
ﾚﾍﾞﾙ:中級以上

定員:24名 料金:4,800円

今井・富田・池谷

14：00～17：00

☆親子でテニス☆

定員:8家族（1家族4名まで）
※対象:幼稚園・小学生

料金:1家族 5,000円
（1人増える毎に1,500円）

林 大原 西入 富田 三島 松尾

17：00～19：00
☆Jrコーチにチャレンジ☆

ﾗﾘｰ＆ｹﾞｰﾑ
ﾚﾍﾞﾙ:ﾌﾘｰ

池谷・大原・生田・松尾・林・西入

定員:18名 料金:3,500円

19：00～21：00
２ｈ猛特訓！

シングルス練習会
ﾚﾍﾞﾙ:中級以上

定員:15名 料金:4,600円
池谷・生田

５/６(日)

8:00～10：00
2h総合！パーフェクトレッスン
各ｼｮｯﾄﾊﾞﾗﾝｽよく練習します！
初・初中級 中級 上級

嶋崎 山村 大原
定員:各10名 料金:4,200円

10：00～12：00

2h徹底！ダブルス実践
実戦で使えるﾎﾟｼﾞｼｮﾝ・配球をﾏｽﾀｰしよう！

初・初中級 中級 上級

山村 林 西入
定員:各6名 料金:4,500円

12：00～14：00
２ｈ猛特訓！シングルス実戦
初・初中級 中級 上級
林 富田 高柳

定員:各5名 料金:4,600円

14：00～16：00
☆コーチにチャレンジ☆

ﾗﾘｰ＆ｹﾞｰﾑ
ﾚﾍﾞﾙ:ﾌﾘｰ

三島･山村・戸田・大原・高柳・西入

定員:18名 料金:3,500円

16：00～18：00

SJ強化練習会

定員:10名 料金:3,000円

松尾・富田

18：00～21：00
３ｈ！JP・TJP
強化練習会

定員15名 料金:4,500円

松尾・富田
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