
レッツ！インドアテニススクール堀之内

レッツ！インドア

成人テニススクール

レッツ！テニススクールでは、

皆様に安全で快適なテニスライフを過ごして

いただくため、さまざまな工夫を凝らしております。

ぜひ、レッツ！で得られるライフスタイルを

お楽しみください。



レッツ！の特徴

レッツ！インドアテニススクール堀之内

リピート率９７％の充実レッスン

充

買い物にも便利な “好立地”

初心者専用クラスが充実

４才から８５才までが通う！

実績のある “信頼のコーチ陣”

なんと！通われている方の９７．４％の方がテニスを継続
されます。続けられる理由は、少人数制のシステムと和や
かな雰囲気。レッツ！に通えば、きっと今までより更に楽
しい「ライフスタイル」になります！！

レッツ！、は初心者専用クラス（はじめてクラス）を
毎週３1 クラス設定しておりますので、ご都合の合う曜日・時間を
自由にお選びいただけます。しかも月会費も気軽に通える低価格 !（9,720円～ /月）
また、経験者クラスも全部で１１０クラス設定。レベル分けはなんと８段階
（トーナメント含む）。レッツ！なら、あなたにピッタリの曜日・時間・レベルで
スクールライフを満喫できます。

初

人 所属しているコーチ陣は、なんと、２５名！
経験豊富なコーチから女性のコーチまでバラエティー豊かな
スタッフが揃っております。県代表や全国大会に出場してい
るコーチも所属。レッツ！のコーチ陣は、古い指導法にとら
われず、一人ひとりと向き合うレッスンを行っていきます。

歳テニスは何歳までも出来る「生涯スポーツ」。
「トータルエイジスクール」のレッツ！は、
様々な年代の方に通って頂いております。
通われている８割の方が「楽しさ」「運動不足解消」
を目的に来られて、はじめられる約７割の方が女性です。

買 近くには、スーパー・大型家電量販店もある好立地。お子さまのレッスンを待って
いる間や、レッスン受講後に買い物にも便利ですね。若葉台駅からも徒歩３分です
ので、「お仕事帰り」の方も気軽に通えるのが「レッツ！」です！



設備 ・ 施設について

レッツ！インドアテニススクール堀之内

１コートで使用するボール

最新カーペットコート採用 余裕の天井高

目に優しい LED 照明

インドアだから！快適な環境で、定期的な運動習慣！！

紫外線から

お肌を守ります

花粉症の方も

快適に運動

雨の日も定期的な

運動習慣

風が強い日でも

テニスが出来ます

足腰にやさしい

カーペットコート

もちろん！雪が

降っても大丈夫

１コートでなんと !４８０球 !!

カーペットコート なんと！９メートル

最大５４０ルクス！

レッツ！では、１コートで

なんと４８０球ものボール

を使用して練習を行いま

す。沢山ボールを打つこと

で、多くの成功体験を経験し、短期間で上達す

ることを目指します。

照明は、業界では珍しい「LED」を採用。

地球に優しい「省エネ」、照明を直接見ても眩

しくない防眩システム。

明るさも５４０ルクスと、

プレーをするのに最適な

照度を確保しております。

レッツの天井高は、

様々なプレーの妨げに

ならない９メートル。

レッツ！なら、経験者

の方も、思いのままのプレーを楽しむことが

出来ます。

レッツ！は、最新カーペット

コートを採用。適度な柔らか

い素材で出来ているため、足

腰への負担も少なく、転んで

もケガを最小限に留めること

が出来ます。



レベル、進級について

レッツ！インドアテニススクール堀之内

はじめて
未
経
験
者

ス
タ
ー
ト

●テニスが初めての方対象クラス。

●運動が苦手で体力に自信のない方でも安心して運動を楽しんで頂けます。

●ラケットの持ち方・基本的な打ち方、簡単なゲームの進め方までを行います。

●最長で２期間（～６ヶ月）の在籍となります。

初 級
●テニス経験半年～２年ぐらいの方対象。　※週１回テニスをしていた場合

●ラリー＆ストロークの安定を目指します。

●サーブも覚え、楽しみながらゲームをしましょう！

中 級
●テニス経験２～３年ぐらいの方対象。　※週１回テニスをしていた場合

●ストローク・ボレー・サーブ・スマッシュと、すべてのショットを

　しっかり打つことを目指しましょう！

中上級
●テニス経験４年～の方対象。

●ゲームで使う技術を中心とした練習を行います。

●様々なショットの応用を習得して実際のゲームで実践してみましょう！

上 級
●全てのショットが高いレベルで打てる方対象。

●試合で勝つことを目的としたクラスです。　

●クラスに在籍するにはコーチの許可が必要となります。

●一般クラス中級レベル

●女性限定クラスとなり、試合に出場している方、もしくは出場したい方対象。

●試合でのポジション・フォーメーション、またそれに伴う技術を主に

　練習していきます。

女性トーナメント C

●一般クラス中上級レベル

●女性限定クラスとなり、試合に出場している方、もしくは出場したい方対象。

●試合でのポジション・フォーメーション、またそれに伴う技術を主に

　練習していきます。

女性トーナメント B

●一般クラス上級レベル

●試合でのポジション・フォーメーション、またそれに伴う技術を主に

　練習していきます。

●クラスに在籍するにはコーチの許可が必要となります。

女性トーナメント A



テニススクール会費

レッツ！インドアテニススクール堀之内

●スクールを開始する月日も都合に合わせてお選びいただくことも出来ます。

　　　　利用開始月 1 週目より利用開始の場合　　　初月会費 全額

　　　　利用開始月 2 週目より利用開始の場合　　　初月会費 75％

　　　　利用開始月 3 週目より利用開始の場合　　　初月会費 50％

　　　　利用開始月 4 週目より利用開始の場合　　　初月会費 25％

※表示されている料金はすべて税込（８％）となります。

※会費のお支払いは1ヶ月ずつとなり、預金口座より毎月２７日に次月分が自動引き落としとなります。

※テニススクールは１期３ヶ月１２週、または１３週制です。

　 １３週の場合は１回のレッスン料を、３ヶ月で割った金額が月会費に加算されます。

月～金曜　９：００～１４：５０

1期/3ヶ月 80分レッスン

回
１
週

回
２
週

平日昼間会員

※13週制時の場合　13,572円/月

※13週制時の場合　24,984円/月

月々のお支払い

月々のお支払い

22,896円/月

回
３
週

※13週制時の場合　36,396円/月

月々のお支払い

33,264円/月

12,528円/月

1期/3ヶ月 60分レッスン

月々のお支払い

月々のお支払い

9,720円/月
※13週制時の場合　10,530円/月

※13週制時の場合　19,440円/月

回
１
週

回
２
週

17,820円/月

月々のお支払い

※13週制時の場合　28,350円/月
回
３
週

25,920円/月

はじめて昼間クラス会員

月～金曜　９：００～１４：５０

1期/3ヶ月 45分レッスン

回
４
月

回
８
月

キッズ（園児）会員

※13週制時の場合　7,583円/月

月々のお支払い

円/月

1期/3ヶ月 60分レッスン

月々のお支払い

月々のお支払い

10,152円/月
※13週制時の場合　10,998円/月

※13週制時の場合　20,376円/月

回
１
週

回
２
週

はじめて夜間クラス会員

18,684円/月

月々のお支払い

※13週制時の場合　29,754円/月
回
３
週

27,216円/月

平日１８:３５以降　土・日全クラス

1期/3ヶ月 80分レッスン

回
１
週

回
２
週

平日夜間・土日会員

※13週制時の場合　14,742円/月

※13週制時の場合　27,324円/月

月々のお支払い

月々のお支払い

25,056円/月

回
３
週

※13週制時の場合　39,906円/月

月々のお支払い

36,504円/月

13,608円/月

平日１８:３５以降　土・日全クラス

週２～３回コース共通

期内の振替手数料無料
※料金の違うコースへお振替えした際の振替差額
   は対象となりません。



●入会金　￥8,640 （税込）

●初月会費 1 ヶ月分

●金融機関キャッシュカード 

　　金融機関キャッシュカードにて 「口座引落」 のご登録が出来ます。

　※キャッシュカードをお持ちでない場合、 もしくは提携金融機関でない場合は 「書面」 でのお手

　続きが必要となります。 支店名 ・ 口座番号がわかるものと金融機関お届け印が必要となります。

●ご本人確認書類  （運転免許証等）

　　※未成年の場合は、 保護者様のご本人確認書類が必要となります。

　　※交付されていない方は、 下記のいづれか１つの書類が必要となります。

　　　　学生証 ・ 保険証 ・ パスポート ・ 外国人登録証明書 ・ 住民基本台帳

　　　　住民票 （原本提出 ・ 6 ヶ月以内のもの） 等

お手続きに必要なもの

割引制度

●ご家族の方が、 現在当スクールに在籍されている場合、

  二人目以降の会費から毎月 1,080 円割引致します。

　　※同一口座からのお引き落としの場合のみに限ります。

　　※ご家族が休会、 もしくは退会された場合は、 通常会費でのお支払い

　　　 となります。

●13 歳以上の中高生が成人クラスを受講する場合、

　 成人クラス通常会費から毎月 1,080 円割引致します。



●レッスンは、 週１回～決められた曜日 ・ 時間 ・ 等級で通います。

●１期３ヶ月制となりますが、 １期のレッスンが１２週の期と１３週の期がございます。

●コートは屋内カーペットコートですので、 屋内用シューズをご用意ください。

●コーチは担当制となりますが、 都合により代行コーチレッスンの場合もございます。

●祝日は通常レッスンは基本的に休講となります。

　　　※祝日に 「特別イベント」 を実施する場合もございます。 是非、 ご参加ください。

　　　※祝日に 「通常レッスン」 を行う場合もございます。

　　　　 詳細は館内のレッスンスケジュール表をご確認ください。

●来館時は、 必ずフロントにて 「自動チェックイン」 を行い、 館内へお入りください。

●欠席について

　当該レッスンの開始３０分前までに WEB もしくはお電話にて欠席の手続きをしてください。

　ご連絡頂いた分のみ振替可能となります。

●遅刻について

　開始時間を過ぎての参加は、 ケガ防止の為、 基本的にお断りしております。

受講について

欠席・遅刻について

スクールシステム

●クラスの 「進級」 は期ごと （1 期 3 ヶ月） となり、 コーチより進言致しますが、

　 併せてお気軽にご相談ください。 　※フロントにて書面での手続きが必要となります。

進級について

クラス変更について

●翌期より、 曜日・時間・クラスを変更される場合は、 当期終了月 10 日までに

　 フロントにてお手続きください。

●クラスの変更は期ごと （1 期 3 ヶ月） となります。

　 期途中でのクラス変更 ・ お電話での手続きはお受け致しかねますのでご了承ください。

　　　

※10 日が休館日の場合は、 前営業日 (9 日 ) が期限となります。



●正規クラスで受講が出来ない場合は、 別の時間・曜日へ全てお振替することが出来ます。

  　　　　　

　　

●期内に消化出来なかったお休み分は、 １クラスにつき６回まで翌期へ持ち越しが出来ます。

　　　※１期１３週制時も翌期への持越しは６回までとなります。

●祝日に休講となった分は、 特別振替となります。 　※特別振替は、 翌期までにご受講ください。

　　※特別振替は欠席回数 ・ 振替持越しの回数には含まれません。

●同じ等級 （または１つ下の等級） のクラスで振替受講する事が可能です。

●お振替のご予約の際に、 そのクラスが 「満員」 の場合はキャンセル待ちとなります。

　その際は、 開始３０分前を過ぎますと、 参加人数が確定しますのでご確認をお願い

　致します。

　※携帯電話 ・ＰＣから 「振替予約」 「振替状況確認」 を行うことも出来ます。

　　　　　①予約を入れた時→「予約確定」 と表示されます。

　　　　　②キャンセル待ちの時→「キャンセル待ち」 と表示されます。

●翌期のご欠席 ・ お振替えのご連絡は、 翌期３日前より受付開始いたします。

●正規クラスを欠席されて、 その空きに前期分の振替を使って受講することも可能です。

●振替受講は、 継続者のみとなります。 

　　  ※休会された方は、 休会期間中のお振替はご利用いただけません。

　　　※退会された方は、 振替は無効となりますのでご了承ください。

振替について

※７回目以降３２４円の手数料を頂きます。

※重複受講される場合は、 7 回目以降も振替手数料３２４円はかかりません。 　　

※１期１３週制時も６回目まで振替手数料無料となり、 7 回目以降 324 円の

　 手数料がかかります。

期内６回目まで

振替手数料無料

お振替について

ご持参いただく物

FeliCa

●ラケット ●屋内用シューズ ●運動のできる服装

●会員証（FeliCa カード）●タオル ●お飲み物
※自動販売機も各種
ご用意しております。

Ｔシャツに短パン

など動きやすければ

何でもＯＫ！

無料の更衣室 ・ シャワーも
完備しております。

※フェリカカードをお持ちでない方は、会員証
　を発行致します。（別途 540 円）

無料
レンタル
も有り

無料
レンタル
も有り

当スクールは、 すでにお持ちのフェリカカード

（Suica ・ PASUMO など ) を会員証としてご登録いただけます。



だから安心！始めるなら気軽にスタート！！

初めてだから

いろいろ不安

…という方
今までなかなか
続かなかった…という方

安心返金制度
レッツ！インドアテニススクールでは、 お客さまに満足いただける

サービスの提供を心がけております。 万が一初回レッスン受講後、

レッスン内容にご満足頂けなかった場合には、 入会金 ・ レッスン

受講料をすべて返金いたします。

入会したけれど、

もしもご満足いただけなかったら…

●返金は下記の条件に該当する方が対象となります。

●入会キャンペーン時の月会費以外の割引特典は返金の

　 対象となりません。

②返金手続きの際に、入会時に

お渡しするレシートをお持ちの方

①入会時の手続きを全て

行っていただいた方。

③退会手続きの際に、アンケート

にご協力いただける方

返金します！

安心返金制度のご案内



皆様のお越しをスタッフ一同

心よりお待ちしております。
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