
２面各コートにコーチが付きゲームのルールや進行の
仕方をしっかりサポートします！ 
１名でも参加出来るのでお気軽にご参加下さい！ 

①ゲームのやり方がわからない方！ 
②ルールを覚えて試合にチャレンジしたい方！ 

③日頃の練習の成果を試したい方！ 
是非ご参加下さい！ 

会員 3,500円 ビジター 3,800円（税込）  

9/15（日） 20:30～ （9/15は電話のみ） 
先着順ですので、お申込みはお早めに！ 

2, 3日前30％ 前日50％ 当日100％ 

実施日2日前時点で4名以下の場合は中止 

金内・原  定員 担当 

料金 

申込 

キャンセル料金 

開催条件 

12名（中級6名 初中級6名） 

初中級・中級 （※中上級レベルの方は参加不可） 
※ペアを組みかえながらやるので、１名でのお申し込み可能です 

対象 

9/22（日） 20:30～21:50 日時 

ゲームを楽しみたい方必見！！ 

お問い合わせ ＴＥＬ：０４５－５９５－９７００ 



サーブを基礎から徹底的に練習します。 
フォームを見直し、自信を持ってサーブを打てる
技術を身につけます！ 
以下に該当する方は参加必須ですよ♪ 
①サーブが苦手で、基礎を見直したい方！ 
②サーブのフォームに自信がない方！ 
③サーブのコントロールを向上させたい方！ 

会員 3,780円 ビジター 4,100円（税込）  

8/28（水） 18:30～（電話） 19:00～（来館） 
先着順ですので、お申込みはお早めに！ 

2, 3日前30％ 前日50％ 当日100％ 

実施日2日前時点で1名以下の場合は中止 

大貫コーチ  定員 担当 

料金 

申込 

キャンセル料金 

開催条件 

6名 

初中級・中級 （※中上級レベルの方は参加不可） 対象 

9/1（日） 20:30～21:50 日時 

大貫コーチの大人気イベント緊急開催！！ 

「サーブさえしっかり入ればなぁ・・・」 
と悩んでいるあなたのための・・・ 

【前回ご参加者のお声】 
・サーブをイチから教えていただけた。 ・サーブの理論を学べた。 
・何を気を付ければいいかがよくわかった。 ・コツをつかめた。 
・サーブの練習に専念できた。 ・フォームの基礎が理解できた。 



お問い合わせ ＴＥＬ：０４５－５９５－９７００ 

実施日２日前時点で２名以下の場合は中止 開催条件 

２，３日前３０％、前日５０％、当日１００％ キャンセル料金 

初中級・中級のみ対象 

会員 3,780円 ビジター 4,100円（税込）  料金 

６名 定員 

9/12（木） 11:00～12:20 日時 

佐々木 

9/3（火） 18:30～（電話） 19:00～（来館） 
先着順ですので、お申込みはお早めに！ 

申込 

担当 

前半はラリー練習、後半はゲーム練習
を行います。ゲーム練習では、佐々木
コーチも随時加わります！適宜佐々木
コーチからアドバイスを行います♪ 
①ラリー＆ゲームをたっぷりしたい方！ 
②ゲームになると上手く打てない方！ 
③テニスが大好きでたまらない方！ 
皆様と一緒にテニスできるのを楽しみ
にしています♪ 

６名限定！佐々木コーチとたっぷり練習をしましょう♪ 

ラ リ ー ＆ 

ゲ ー ム 練 習 会 



お問い合わせ ＴＥＬ：０４５－５９５－９７００ 

実施日前日時点で1名以下の場合は中止 開催条件 

２，３日前３０％、前日５０％、当日１００％ キャンセル料金 

初級 （※初中級レベルの方は参加不可） 対象 

8名 定員 

9/15（日） 20:30～21:50 日時 

★大分出身★木田コーチ 担当 

初級の皆様、こんにちは♪ 
普段半面で練習していらっしゃいますが、
この機会に１面で練習してみませんか？ 
①1面コートで80分みっちり練習したい方 
②初中級に進級するのが不安な方 
③早く上達したくてうずうずしている方 
一緒にテニスを楽しみましょう！！！ 

9/3（火） 18:30～（電話） 19:00～（来館） 
先着順ですので、お申込みはお早めに！ 

申込 

「たくさん練習したい！」「初中級に上がるのが不安・・・」 
そんな初級の皆様のための特別イベントです♪ 

会員 3,000円 ビジター 3,300円（税込）  料金 



お問い合わせ ＴＥＬ：０４５－５９５－９７００ 

実施日２日前時点で１名以下の場合は中止 開催条件 

２，３日前３０％、前日５０％、当日１００％ キャンセル料金 

初中級 （初中級向けですが中級も参加ＯＫ！）対象 

会員 3,780円 ビジター 4,100円（税込）  料金 

9/15（日） 20:30～21:50 日時 

強烈フォアハンド★川崎コーチ 

9/1（日） 20:30～ （9/1は電話のみ） 
先着順ですので、お申込みはお早めに！ 

申込 

フォアハンドストロークは最も使用頻度が
高いショットです。レベルアップするために
は、フォアハンドストロークを安定して打て
ることが必要です。 
本イベントではフォアハンドストロークを
フォームから見直し、徹底的に練習します。 
①フォアハンドのフォームを見直したい方 
②ストローク自体に苦手意識がある方 
③レベルアップを目指している方 
川崎コーチと特訓しましょう！！！ 

フォアハンドストロークを安定させよう！ 

6名 定員 担当 



皆様！シングルスも楽しみませんか？ 
①同レベルの方と切磋琢磨できます！ 
②シングルスの動き方などを練習します！ 
③シングルスはじめての方も参加ＯＫ！ 
ご参加お待ちしていま～す♪ 

会員 4,500円 ビジター 4,900円（税込）  

9/1（日） 20:30～ （9/1は電話のみ） 
先着順ですので、お申込みはお早めに！ 

2, 3日前30％ 前日50％ 当日100％ 

実施日2日前時点で1名以下の場合は中止 

★シングルス王子★青木コーチ 

定員 

担当 

料金 

申込 

キャンセル料金 

開催条件 

５名 中上級以上 対象 

9/15（日） 20:30～21:50 日時 

中上級以上の皆様！シングルス、はじめてみませんか？ 

【前回ご参加者のお声】 
・たくさんボールを打つことができた！ 
・シングルスの動き方や意識などを教えてもらい、勉強になった！ 
・細かい指導があり、部活では教えてくれないことまで教えてくれた。 
・フォアハンドやバックハンドの技術が向上し、さらに良くなった！ 
・青木コーチのことが好き！ 

５名限定 



１名から開催いたします。 開催条件 

２，３日前３０％、前日５０％、当日１００％ キャンセル料金 

初中級以上対象 

会員 2,160円 ビジター 2,300円（税込）  料金 

各３名 

①9/16（月） 15:10～16:00 
②9/25（水） 15:10～16:00 
③9/26（木） 15:10～16:00 

日時 

9/4（水） 18:30～（電話） 19:00～（来館） 

先着順ですので、お申込みはお早めに！ 申込 

人気急上昇イベント♪超少人数で猛特訓です！ 

担当 ①木田コーチ ②小宇佐コーチ ③坂倉コーチ 

定員 

コーチが鬼のように球出しを行いま
すので、ストローク＆ボレーをたくさん
打つことができます。適宜コーチが
フォームチェック＆アドバイスします。 
・フォームを改善したい方！ 
・コントロールを向上させたい方！ 
・ストレス解消したい方！ 
ご参加お待ちしていま～す♪ 
※ラリーは行わず、球出し限定です。 

の 球 出 し 道 場 鬼 ～超少人数で鬼のように練習しませんか？～ 

Ｄコート コート 



お問い合わせ ＴＥＬ：０４５－５９５－９７００ 

実施日２日前時点で１名以下の場合は中止 開催条件 

２，３日前３０％、前日５０％、当日１００％ キャンセル料金 

中級以上対象 

会員 3,780円 ビジター 4,100円（税込）  料金 

６名 定員 

9/26（木） 11:00～12:20 日時 

佐々木コーチ 

9/8（日） 20:30～ （9/8は電話のみ） 
先着順ですので、お申込みはお早めに！ 

申込 

担当 

「つなぎのボレー」を意識したことはあり
ますか？ 粘り強くラリーするためには、
必須のショットです！ 「つなぎのボレー」
を習得することで、ワンランク上のプレー
をすることができます！ 
①つなぎのボレーを知らない方！ 
②ボレー自体に苦手意識がある方！ 
③粘り強いプレーを目指している方！ 
上記の方はぜひご参加ください！ 
 

負けないための「つなぎのボレー」を練習します！ 


