
4/10(火)
～4/30(月)

シューズキャンペーン

ソール（靴の裏）のギザギザがすり減り、無くなってきたか
なぁと思った方は、買い替え時ですよ!!
カーペットシューズもたくさんご用意してますので、ご覧くだ
さいネ。
★オムニ、クレー用のシュースはカタログから承ります。

木下コーチ・菅谷コーチ
ワンデーキャンプ
in　海浜幕張

                          あと1 名!!

テーマ　①木下コーチによる　春の短期講習
　　　　②菅谷コーチのストローク塾
場　所 : Ken’ｓテニスパーク海浜幕張
時　間 : 9:00～15:00  (1h休憩)　8:45現地集合
募　集 : 12名　　レベル:中級、上級
料　金 :  9,000円(税込)
受付中 : 詳しくはフロントまでお問い合わせください。

4/30(月)
昭和の日振替休日

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)
受付中　詳しくはフロントまでお問い合わせください。

ゲームで使える「ショットや動き」を多く練習し、ゲームを楽
しく進めよう!!そして･･･夜は温泉で体を癒しましょう♪
場　所　一宮シーサイドオーツカ
料　金　33,700円（税込）
募　集 : 16名
対　象 : 初級～上級
受　付 : 3/19(月)先着順19:00～Tel　フロント19:30～

ヨネックスBAG
　　キャンペーン

30分　課題克服！！
ミニテーマレッスン

NEW BAGで気分を変えてみませんか!!
新作がたくさん♪
用途に合わせて選んでみてはいかが～

4/20（金）
井上プロ ラウンド会
『対象:ｺﾞﾙﾌ会員様』　9名

4月
7、14、21、28(土)
1、8、15、22、29(日)

30分
プライベートレッスン

5月
12、19(土)
6、13、20、27(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)
受付中　4/22(日)営業終了まで
受付後抽選となりますのでご了承ください。
当選者の発表は4/23(月)24時に、スクールブログにてお知ら
せいたします。

30分間テーマに沿った内容のレッスンです！
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　1,080円(税込)　定員3名
受付中　詳しくはフロントまでお問い合わせください。

乾コーチ・志田コーチ
１泊2日宿泊キャンプ
in　一宮シーサイドオーツカ

4/16(月)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＞

イベントスケジュール

4/30（月）
昭和の日振替休日

プロも一緒の組でプレー致します!!
★レッスンテーマ
アプローチとグリーン上でのラインの作り方
場　所：南摩城カントリークラブ 新鹿沼駅から送迎バスあり
募　集：経験者　3名　1組
参加費：28,900円（税込）
受　付：2/25(日)～先着順

関本プロ ラウンドレッスン
『対象:ｺﾞﾙﾌ会員様』　3名

4/10(火)
～4/30(月)

井上プロは交代で一緒にプレー致します。
ラウンド後にケーキを食べながら一日を振り返りましょう。
場　所：ミルフィーユゴルフクラブ
募　集：9名　3組　　プロもプレー致します。
参加費：24,000円（税込）
受　付：2/14(水)～先着順

4/28(土)～
29(日)

4月
7、14(土)
15、22、29(日)

＜イベント・キャンプ・レッスン情報＞

5月
19、26(土)
20、27(日)

30分　課題克服！！
ミニテーマレッスン

30分間テーマに沿った内容のレッスンです！
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　1,080円(税込)　定員3名
受   付　4/23(月)10:00～Tel 先着順　フロント10:30～
※1度のお申込みで3名まで可能です。
※お申し込みは1レッスンまでとさせていただきます。。



テーマ　①みっちりショット練習
　　　　②ゲーム ダブルスの楽しみ方!
場　所 : Ken’ｓテニスパーク海浜幕張
時　間 : 9:00～16:00  (1h休憩)　8:45現地集合
募　集 : 12名　　レベル:初級、初中級
料　金 : 9,000円(税込)　ビジター10,000円(税込)
受　付 : 4/23(月)19:00～ 先着順

7/21(土)～22(日)

5/4(金)
みどりの日

木下コーチ・中村コーチ
ワンデーキャンプ
in　海浜幕張

5/5(土)
こどもの日

7/1（日）

92期ミニ競技大会
『対象:ゴルフ会員様』

VIP・TOP CUP

in氷川台校

6/16(土)～
17(日)

鈴木コーチ・中村コーチ
１泊2日宿泊キャンプ
in　一宮シーサイドオーツカ

楽しく!優しく!美しく! ときに厳しく♪
みんなで仲良く楽しみましょう
場　所 : 一宮シーサイドオーツカ
料　金 : 32,400円（税込）ビジター33,400円(税込)
募　集 : 16名
対　象 : 初級～上級
受　付 : 4/20(金)19:00～ 先着順

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
パターお持ちの方は、マイパターで挑戦!!
★賞品「おたのしみ♪」

★TOPフェスタ
フェスタではテニス力測定をします。テニスで使う筋力・能力
を測ってみましょう。他にも的当やゴルフパットなど盛りだく
さん!!
★ジュニアテニス発表会
「大勢の観衆の中でプレーをすることを経験する」ことを目的
に、年に一度開催される発表会です。貴重な経験をすること間
違いありません。また、保護者の方に日頃の成果を観て頂ける
機会ですので、是非ご参加ください。

5/27(日)～6/2(土)

冨山コーチ・菅谷コーチ
１泊2日宿泊キャンプ
in　一宮シーサイドオーツカ

テーマ　①トミーのダブルスの楽しみ方
　　　　②スーさんの柔らかボレー講座
場　所 : Ken’ｓテニスパーク海浜幕張
時　間 : 9:00～16:00  (1h休憩)　8:45現地集合
募　集 : 12名　　レベル:上級、中級
料　金 : 9,000円(税込)　ビジター10,000円(税込)
受　付 : 4/23(月)10:00～ 先着順

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)

5/26(土)～
27(日)

TOPフェスタ
＆

ジュニアテニス発表会

coming soon

coming soon

木下コーチ・根岸コーチ
１泊2日宿泊キャンプ
in　一宮シーサイドオーツカ

★村上コーチの出動まであと3 名

5/3(木)
憲法記念日

冨山コーチ・鈴木コーチ
ワンデーキャンプ
in　海浜幕張

テニスの楽しさを追求します!!
22名以上の場合は村上コーチが出動します。
場　所 : 一宮シーサイドオーツカ
料　金 : 32,400円（税込）
募　集 : 16名
対　象 : 初級・初中級
受付中 : 詳しくはフロントまでお問い合わせください。

10/20(土)～21(日)

7/1（日）

関本プロ
初心者の方でも安心
ラウンドレッスン
『会員様』　4名

coming soon

9/22(土)～23(日)

１泊2日宿泊キャンプ
in　一宮シーサイドオーツカ coming soon

11/17(土)～18(日)
１泊2日宿泊キャンプ
in　一宮シーサイドオーツカ

乾コーチ・佐々木大我コーチ
１泊2日宿泊キャンプ
in　一宮シーサイドオーツカ

12/8(土)～9(日)

coming soon

藤井コーチ・木下コーチ
１泊2日宿泊キャンプ
in　一宮シーサイドオーツカ

coming soon

キャンプ初参加です!! 

たくさんの方のお申込み 
お待ちしております。 



＜ジュニア情報＞

※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。

6/17(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 (3名以上開催)
時間   7:00～8:00 (集合 6:50)・参加費 800円(税込)
受付   5/17(木)19:00～先着順

8月上旬 テニスサマーキャンプ coming soon

5/20(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   4/20(金)19:00～先着順

4/30(月)
昭和の日振替休日

対象   レッドクラス
定員   6名 (3名以上開催)
時間   8:00～9:00 (集合 7:50)・参加費 800円(税込)
受付   4/7(土)19:00～先着順

チャレンジツアー
レッドカテゴリー

6/24(日)～30(土) クラス内ゲーム大会 MVPバッチ獲得戦!!


