
【88期】3月31日(金)～6月30日(金)　 

関本プロラウンドレッスン
『対象:ゴルフ会員様』

VIP・TOP
オリジナル
Tシャツ販売中

ことしのVIP・TOP CUPは7/30(日)開催です!!
オリジナルTシャツを着て応援しよう!!
(ジュニアサイズもあります)
1枚　1,500円(税込)

5/18(木)～6/21(水)

関本プロも一緒にプレーするスタイルをとるため、
魅力あるプロのショットを体感できるのも楽しみの一つです!!
場　所：鹿沼72カントリークラブ
募　集：3名　1組
参加費：29,800円（税込）
受　付：5/2(火)～先着順

イベントスケジュール 5/21(日)現在

＜ショップ・キャンペーン情報＞

＜イベント・キャンプ・レッスン情報＞

5/8(月)～7/30(日)

5/27(土)～6/2(金)

5/27(土)

太田コーチ・木下コーチ
バスで行く!!宿泊キャンプ
in　テニスポート波崎

2日間の集中レッスンで上達間違いなし
場　所　テニスポート波崎　茨城県神栖市土合本町
宿　泊   ホテルニュー大新
※お詫び　宿泊先の表記に間違いがございました。
対　象　初級～上級　定員:16名
コーチ   太田コーチ・木下コーチ
参加費　32,400円(税込)

5/27(土)
5/28(日)

30分の中で苦手なショット克服してみませんか!!
使用コートはDコート(半面コート)を使用いたします。
参加費　3,780円(税込)
受   付　募集中　4/24(月)時点で定員に達していた場合は抽選
となります。
当選者発表は4/25(火)24:00 スクールブログにてお知らせいた
します。

5月
6、13、27(土)
7、14、21、28(日)

88期ミニ競技大会
『対象:ゴルフ会員様』

ワンパットゲーム
ラインを読んで一打集中!!パット数で景品をＧＥＴ
★賞品「おたのしみ」

5/17(水)～6/6(火)
ピンクイオンキャンペーン
粉末、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ、ﾀﾌﾞﾚｯﾄあります

痙攣予防、水分補給、熱中症予防もこれ1本
スポーツをしている時に、飲むのがベスト
クエン酸を含んでいるので塩分の補給が出来ます。
一度お試しください。

5/18(木)
5/20(土)

トリガーポイント体験会
筋膜リリースマッサージ

5/18(木)10:30～14:00
5/20(土)  9:15～15:00
実演販売会をフロント前で行います。
是非体験してみてください。

スポーツウエアセール
多数取り揃えております!!
会員様価格で販売!!

5/22(月)～5/28(日)
投票期間

全仏オープンクイズ
試合日程　5/29(月)～6/11(日)

男女優勝者を当てよう!!
当選者の中から抽選で、全仏グッズプレゼント♪
全仏グッズは杉山健太コーチが現地調達して参ります。
お楽しみに★

6月
3、10、24(土)
4、11、25(日)

30分
プライベートレッスン

30分の中で苦手なショット克服してみませんか!!
使用コートはDコート(半面コート)を使用いたします。
参加費　3,780円(税込)
受   付　5/12(金)から抽選となります。
当選者の発表は5/26(金)24:00スクールブログにてお知らせい
たします。

30分
プライベートレッスン



実践コースで1ラウンドレッスン18ホールプロが帯同しますの
で、
初心者の方も安心して参加できます!
!練習の成果をコースで試しましょう。
場　所：都賀カンツリー倶楽部
募　集：4名　1組
参加費：23,900円（税込）
受　付：5/9(火)～先着順

中村コーチ・志田コーチ
3時間ハーフデーキャンプ
in　有明テニスの森

①お悩み解決!!　マンツーマンラリー
②雁行陣での戦い方
・中村式ポーチボレー　勇気の出し方編
・対平行陣への配球
時　間 : 9:00～12:00　　8:45クラブハウス集合
料　金 : 5,400円（税込）
募　集 : 10名                対　象 : 中級、上級
受　付 : 5/12(金)先着順10:00～電話　10:30～フロント

心得!!
其の一　苦手意識をなくすべし
其の二　必殺!決めショットの習得!
其の三　決めのショットをアシストせよ!
料　金 : 32,400円（税込）
募　集 : 16名                対　象 : 初級～上級
受　付 : 5/23(火)先着順10:00～電話　10:30～フロント

6/17(土)～
6/18(日)

7/8(土)～
7/9(日)

7/30(日)

6/5（月）
関本プロ初心者限定
ラウンドレッスン
『対象:ゴルフ会員様』

6/2（金）
井上プロ ラウンド会
『対象:ゴルフ会員様』

井上プロも交代で一緒にプレー致します。
魅力あるプロのショットを体感できるのも楽しみの一つです。
場　所：米原ゴルフ倶楽部
募　集：9名　3組　S2以上
参加費：23,000円（税込）
受　付：5/10(水)　9:00～　先着順

VIP・TOP CUP

in氷川台校

VIP･TOP CUPとは!!
VIPTOPグループ各スクールから男女代表選手と、代表コーチ
による団体戦です。
応援の方にも楽しめるイベント盛りだくさん!!
●開催場所　氷川台校
(東京メトロ有楽町線「氷川台」駅から徒歩1分)

中村・志田道場キャンプ
in　一宮シーサイドオーツカ

佐々木コーチさよならキャンプ
in テニスポート波崎

6/20(火)

最後に佐々木コーチとテニスと懇親会を楽しみませんか!!
初  日　12:00～17:00  5時間 　　弱点の克服
2日目　  9:00～12:00  3時間 　　サーブリターンの強化
            13:30～17:00  3時間30分  ゲーム練習＆ゲーム
料　金 : 29,800円（税込）
コーチ : 佐々木、藤井
募　集 : 16名                対　象 : 初級～上級
受　付 : 5/18(木)～抽選となります。
当選者の発表は6/9(金)24:00スクールブログにてお知らせいた
します。



＜ジュニア情報＞

8/1(火)

8/2(水)

8/3(木)

8/4(金)

8/27(日)

※開催日時・掲載内容が変更になる場合がございます。最新情報はフロントまでお問い合わせ下さい。

チャレンジツアー
オレンジカテゴリー

対象   オレンジクラス
定員   10名 (5名以上開催)
時間   8:00～9:00 (集合 7:50)・参加費 800円(税込)
受付  未定

6/24(土)～6/30(金) クラス内ゲーム大会 優勝者にはMVPバッジを進呈いたします。頑張って!!!

9/18(月)
敬老の日

チャレンジツアー
レッドカテゴリー

対象   レッドクラス
定員   6名 (5名以上開催)
時間   7:00～8:00 (集合 6:50)・参加費 800円(税込)
受付   未定

7/30(日)
チャレンジツアー
オレンジカテゴリー

対象   オレンジクラス
定員   10名 (5名以上開催)
時間   7:00～8:00 (集合 6:50)・参加費 800円(税込)
受付   未定

チャレンジツアー
グリーンカテゴリー

対象   グリーンクラス
定員   10名 (5名以上開催)
時間   8:00～9:00 (集合 7:50)・参加費 800円(税込)
受付   未定

対象   レッドクラス
定員   6名 (5名以上開催)
時間   8:00～9:00 (集合 7:50)・参加費 800円(税込)
受付   未定

チャレンジツアー
レッドカテゴリー

対象   レッドクラス
定員   6名 (5名以上開催)
時間   7:00～8:00 (集合 6:50)・参加費 800円(税込)
受付   5/26(金)19:00～先着順　変更になりました。

6/25(日)

9/24(日)
チャレンジツアー
レッドカテゴリー

チャレンジツアー
グリーンカテゴリー

8/11(金・祝)
山の日

対象   レッドクラス
定員   6名 (5名以上開催)
時間   7:00～8:00 (集合 6:50)・参加費 800円(税込)
受付   未定

チャレンジツアー
レッドカテゴリー

対象   グリーンクラス
定員   10名 (5名以上開催)
時間   8:00～9:00 (集合 7:50)・参加費 800円(税込)
受付  未定

チャレンジツアー
グリーンカテゴリー

対象   グリーンクラス
定員   10名 (5名以上開催)
時間   8:00～9:00 (集合 7:50)・参加費 800円(税込)
受付   未定

チャレンジツアー
オレンジカテゴリー

対象   オレンジクラス
定員   10名 (5名以上開催)
時間   8:00～9:00 (集合 7:50)・参加費 800円(税込)
受付   未定

対象   オレンジクラス
定員   10名 (5名以上開催)
時間   7:00～8:00 (集合 6:50)・参加費 800円(税込)
受付   5/14(日)19:00～先着順

7/17(月・祝)
海の日

チャレンジツアー
グリーンカテゴリー

対象   グリーンクラス
定員   10名 (5名以上開催)
時間   8:00～9:00 (集合 7:50)・参加費 800円(税込)
受付 　未定

5/28(日)
チャレンジツアー
オレンジカテゴリー


