
１ 入会金6,000円⇒０円
２ 初月会費 無料
３  シューズ＆シューズケース プレゼント
（ゴールデンキッズは除く）

4サントピアオリジナルＴシャツ プレゼント
さらに体験レッスン後即日入会の場合は３０００円サントピアお買物券プレゼント

テニスがしたいジュニアは

急げ！サントピアテニスパークへ!!

ワンコイン
体験レッスン会開催中！

インドアテニス・ゴールデンキッズ・English de tennis
ラケット・シューズ無料レンタル　※お電話でご予約ください

体験レッスン会開催中！
インドアテニス・ゴールデンキッズ・English de tennis

新規入会特典
インドアテニス・ゴールデンキッズ・
English de tennis 新規ご入会の

方にもれなく
プレゼント

「入会時に必要なもの」（税別）
□ 入会金 6,000円 キャンペーン期間中 ０円
□ 年会費 1,000円
□ 受講料 ２か月分 キャンペーン期間中 初月会費０円（１か月分）
□ 　「 銀行口座情報・銀行届印又はキャッシュカード」
□ 　「 Suica・パスモ等のキャッシュレスカード」　※新規に入会された方は3か月以上の継続受講となります。

ジュニアインドア ４歳～高校生
テニススクール生募集中！

サントピア テニスパーク

インドア テニススクール
〒177-0032　東京都練馬区谷原2-6-35　

TEL03-3997-1873 FAX03-3997-1834
http://www.santo-tc.co.jp E-mail:info@santo-tc.co.jp

スマホからでも
簡単アクセス

営業時間 ●平日9:00～23:00　●土曜日8:00～23:00　●日曜日8:00～21:00



強くなりたい！ 選手を目指したい！ 
そんなジュニアはジュニア育成アカデミー

Team310V

2020年小学校での英語授業の本格導入に向けて

English de tennis

Development （90分）小学高学年～中学2年生まで
パターン練習、ラリー実戦練習で試合を想定し、集中力、耐久力を付ける。
東京ジュニア本選イン、都大会出場、JOPジュニア大会上位（全国大会）を
目指す。　（平日17:30～19:00　日曜19:10～20:40）

Youth （90分）小学生
テニスのやる気のある選手。全てのショット、フットワークを強化する。
試合経験は少ないが今後積極的に出場し、G4C上位、JOPジュニア大会上
位（全国大会）を目指す。 （平日17:30～19:00　日曜17:30～19:00）

Advanced （150分）中学生以上
実践的な練習の中で「どうするか……」ゲームプランを考えられるように、
「勝つこと」への選手鍛錬クラス、都大会、東京ジュニア上位、関東ジュニア
を目指す。　（平日19:00～21:30　日曜17:30～20:00）

Elite （150分～）
大きな目標を持って、自主的に練習に取り組める選手。関東ジュニア上位、
全日本ジュニア、ITFポイント取得を目指す。
（平日18:00～フリーコート　18:30～21:30）

常に最新のテニスを研究し、「心・技・体」のバランスが取
れた選手を育成する目的で開設されたテニスアカデミー。
強くなりたい、選手を目指したいジュニアにはおススメ。

テニスをしながら英語も学べる画期的な
カリキュラム。レッスン開始のあいさつか
ら自己紹介、そしてテニスレッスンも英語
で行います。ボールをちゃんとヒットでき
た喜び、英語を話せた、理解できた喜びを
子供たちに与える、そんなレッスンです。
専任コーチは幼少期から海外生活の中で
ネイティブイングリッシュに接し、テニス
もジュニア時代から海外で活動していた武
藤洋コーチ。

ジュニア育成コースすべての入会希望者には、体験レッスンを受講
していただきます。
■在籍資格： 小学４年生～高校３年生までの生徒。ヘッドコーチの

承認が必要です。
※お気軽に体験できます。お電話にてご予約ください。

お試しレッスン

体験レッスン

1,000円

500円

料金（表示価格+消費税）

入会金 30,000円(税別)
年会費　5,000円(税別)
月会費制（前月引落）
1期12回（3ヶ月）自動継続

料金（税別） 入会金 8,000円
 年会費 1,000円
 月会費 8,800円

クラス ET-1  …… 年長（6歳児）、小学1年生以下のクラス
 ET-2  …… 小学2年生、小学3年生のクラス
クラス名 時間
木曜日　ET-1 17:20～18:05
木曜日　ET-2 18:15～19:00
日曜日　ET-1 15:05～15:50
日曜日　ET-2 14:10～14:55

クラス 定員 週１回 週２回 週３回 週４回

Youth ６名 9,500円 17,100円 24,700円

Development ６名 17,100円 24,700円

Advanced 10名 29,100円 41,500円 52,000円 2面使用

Elite ６名 42,000円

「ゴールデンキッズ」で
運動能力を高めてみませんか？

昔と違い外遊びをする機会が少なくなった今の子供たち。その影響から運動能力が落ちているのが現
状です。そこで、『ゴールデンキッズ』では、ゴールデンエイジ（８～１２歳）と呼ばれる学習速度
が最も高い時期（もっとも神経系が発達する）に、3 つのプログラムで、総合的な運動能力の育成を
目指しています（5 ～ 8 歳はプレゴールデンエイジ）。

神経系の発達は12歳までにほぼ１００％
が完了するといわれています。大人になっ
てから運動神経向上を目指してもその動き
の巧緻性が増すだけで、神経系が発達する
ものではありません。この時期に同じ運動
を繰り返し行うことで、神経系を発達させ
ることが可能です。

投げる・捕るという運動の中で複合した能
力を含めます。それぞれの能力を高める運
動をしたあと、総合的な運動として「ドッ
ジボール」をゲームとして実践します。※
ドッジボールは、スピーディーなゲーム展
開の中で、非常に多くの要素が複合化され
たスポーツです。

スポーツにおいて、リズム感は大変重要な
要素です。自分の手や足が何処に位置して
いるのか、どのように動かさなければいけ
ないのか空間把握能力も発達します。

神経系プログラム
▼スピードラン……速く走る能力
▼ アジリティ……一定方向からバラン
スを崩さずに次の動作に入る能力

▼ クイック……刺激に反応して動く
までスピード能力

▼ ポジション……正しい姿勢を保持
する能力

球技系プログラム
▼投げる能力……ボールを投げる力
▼捕る能力……ボールを捕球する力
▼ 周辺視野力……周りを広く見る力
（LOOK UP＆MOVE）
▼調節力……コントロールする力

ダンス系プログラム
▼ リズムに合わせて動かす力（絶対リ
ズム感）

▼学ぶ力（真似る）＝模倣力
▼イメージ力
▼応援する力

これからの学校生活、社会生活において役立つ

きちんとした挨拶が
できるようになる

運動能力アップで
自信が持てるようになる

他学年と一緒に行うので
思いやり、尊敬が生まれる

その他費用　・入学金 入学金 6,000円（税別）・年会費 1,000円（税別）・ユニフォーム代 6,000円(税別)＜Tシャツ・ゲームパンツ＞・
ステップアップノート代無料　※室内シューズをご用意ください。※平日振替差額3回まで無料、4回目以降
振替300円（税別）

料金表（税別）
クラス名 開催日 レッスン時間 対象 定員 月会費（税別）／3か月制

平日GK 月・火・水・木 16:20～17:10（50分） ６歳～12歳 13名または9名 7.000円
※過度なサポートは致しません。子供のうちに痛い思いをすることも大切です。但し、月会費に保険料は含まれています

    

運動能力のアップ＋自信、思いやり、礼儀も身に付きます

What`s your 
name please

My name is…

キャンペーン期間中 入会金・初月会費 ０円

グングン運動能力がアップ

キャンペーン期間中
入会金・初月会費０円

年齢・レベルに合わせたクラス設定だから
楽しく、レベルアップできます

ジュニアインドアテニススクール

■スクール料金(1期12週)※（税別表示） 年会費1、000円（税別）

■タイムスケジュール

クラス 　　　　　　　　 目安年齢 レベル  使用ボール レッスン内容

キンダー 4～6才 初めて スポンジ 運動能力をボールを使いながらUP! テニスの楽しさを覚えます。

レッド-1
6才～ 初めて

初級
レッド
ボール

ラケット感覚とボールバウンド感覚を覚えます。

レッド-2 ラリーをつなげ、テニスの楽しさを覚えます。

オレンジ-J１  8才～ J1中級

オレンジ
ボール

ルール、マナーを覚え、ゲームの楽しさを覚えます。

オレンジ-1

9才～

J2初めて 小学4年生からのテニスはじめてクラス。 ラケット感覚とボールバウンド感覚を覚えます。

オレンジ-2 J2初級 たくさんラリーが続けられるように基本動作の習得

オレンジ-3 J2中級 ルール、マナーを覚え、ゲームの楽しさを覚えます。

グリーン-J2 9才～ J2中上級 グリーンボール フルコートでのラリーを身につけ、ゲームを意識して練習します。

イエロー０ 12才～ J3初級 
通常硬式
ボール

基本6ストロークの習得し、ゲームの進め方を覚える

イエロー-1
12才～

J3中級 ルール、マナーを覚え、ゲームの楽しさを覚えます。

イエロー-2 J3上級 各ショットのレベルアップとゲームの戦術を考えます。

平日週1回(月/4回)
キンダー 6,900円
レッド-1～2 7,400円

オレンジ-J1、1～3 7,400円
グリーン-J2 7,400円
イエロー-0 8,400円
イエロー-1～2 8,400円

平日
キンダー (火・木・金) 16:20～17:10
レッド-1～2 16:20～17:10
オレンジ-J1 16:20～17:10
オレンジ-1～3  17:20～18:10
グリーン-J2  17:20～18:10
イエロー-0 18:15～19:15
イエロー-1～2 18:15～19:15

土曜日
キンダー 15:30～16:20
レッド-1～2 17:00～17:50
オレンジ-J1 17:00～17:50
オレンジ-1～2 17:00～17:50
オレンジ-3 17:55～18:45
イエロー-0 17:55～18:55
グリーン-J2 17:55～18:45

日曜日
レッド-1～2 15:30～16:20
オレンジ-J1・2 15:30～16:20
オレンジ-1 16:25～17:15
オレンジ-3 16:25～17:15
グリーン-J2 16:25～17:15
イエロー-0 16:25～17:25
イエロー-1 17:30～18:30

平日週2回(月/8回)
キンダー 11,800円
レッド-1～2 12,800円

オレンジ-J1、1～3 １2,800円
グリーン-J2 12,800円
イエロー-0 14,800円
イエロー-1～2 14,800円

土・日週1回(月/4回)
キンダー 7,900円
レッド-1～2 8,400円

オレンジ-J1、1～3 8,400円
グリーン-J2 8,400円
イエロー-0 9,400円
イエロー-1～2 9,400円


