
　※電話予約・フロント受付、またＷＥＢ予約後のご入金手続きは、2月7日(木) 12:00～です。

※水－水慣れ、基－基本(バタ足)、背－背泳ぎ、ク－クロール、平－平泳ぎ、バ－バタフライ、泳－泳力アップ

本科生 コース 日　　　程 練習内容 バス運行

対象年齢 対象級 た１

ス１ 新１年生以上 基 背 ク 平 バ Ａ(エンゼル)級～７級 た２

ス２ 3歳以上 水 基 背 ク 無級～ 9級 た３

ス５ 新１年生以上 背 ク 平 バ 泳 13級～アドバンス級 た４

ス６ 3歳以上 水 基 背 ク 無級～ 9級

コース 日　　　程 対象年齢 バス運行

ス３ 3/26(火)～3/27(水)

ス４ 3/28(木)～3/29(金)

ス７ 4/  1(月)～4/  2(火)

ス８ 4/  3(水)～4/  4(木)

※各コース「対象」について、「一般生のみ」となっているクラスは本科生の方は参加できません。

　但し、他部門の本科生の方は参加できます。例）スイミング会員の方は、体操の一般生のみのクラスに参加できます。

・旧国道方面
・171号線
　南武庫之荘方面10:10～11:20

新年長以上 クマ級以上

たいそう4日間コース ≪参加費≫5,600円 (税別)

・旧国道方面
・二見方面

10:10～11:20

時　間 一般生 本科生

クマ級以上

マット･跳箱･鉄棒
の３種目練習

新年長以上

ＴＣ・ＴＤ
4/ 1(月)～4/  4(木)

 9:00～10:10 新１年生以上

園児 ＴＢ
3/26(火)～3/29(金)

 9:00～10:10

できるコツを教えます。「できた！」の感動を！

お昼の２日間コース ≪参加費≫2,800円 (税別)

時　間 練習内容

バス運行
練習内容

3/26(火)～3/29(金)
 9:00～10:10 ・旧国道方面

・171号線
　南武庫之荘方面

14:00～15:10

水への恐怖心を取り除き、
水と友達になる

「水慣れ」

将来的に泳法クラスでの
姿勢の基礎となる

「基本(バタ足)」

4/  1(月)～ 4/  4(木)
 9:00～10:10

・旧国道方面
・二見方面

10:10～11:20

一般生のみ
3歳以上

本科スクールバスと
同様の運行となります

10:10～11:20

充実の４日間コース ≪参加費≫5,600円 (税別)

コース 日　　　程 時　間
一般生

※各コース、レッスン初日の3日前までがご予約・お申込の締切となります。お早目のご予約・お申込みをお願い致します。
※お申込み(ご入金)後のキャンセルは、キャンセル手数料がかかります。レッスン初日3日前までは1,000円(税込1,080円)

レッスン初日2日前以降は参加費の半額となります。レッスン初日当日以降はご返金ができません。予めご了承下さい。
※参加費の半額が1,000円(税込1,080円)に満たない場合は、レッスン前日までキャンセル手数料1,000円(税込1,080)と

なります。レッスン初日当日以降はご返金ができません。予めご了承下さい位。

朝練泳力アップ
≪参加費≫4,000円(税別)

【日程】 3/26(火)～3/29(金)
【時間】 8:00～9:10
【対象】 一般生：新１年生以上

本科生：6級～アドバンス級
【内容】 泳力アップ(50m以上)
【バス】 運行なし

せっかくの春休み早起きして練習しよう！
この時間なら練習後もいっぱい遊べるかも！？

集中クラス
≪参加費≫2,800円(税別)

【日程】 3/30(土)～3/31(日)
【時間】 9:00～10:10
【対象】 一般生：新１年生以上

本科生：Ｔ（タツ）級～7級
【内容】 基本(キック)・背泳ぎ・クロール

平泳ぎ・バタフライ
【バス】 運行なし

苦手な所を集中レッスン。
認定制度有りなので進級も可能！

スイミングデビュー ※初参加の方限定

≪参加費≫2,800円(税別)

【日程】 ①2/18(月)・2/19(火) 【時間】各期とも14:00～15:10
②2/21(木)・2/22(金) 【対象】一般生のみ 3歳以上
③3/  4(月)・3/  5(火) 【内容】水慣れ・基本(バタ足)
④3/  7(木)・3/  8(金) 【バス】本科スクールバスと同様の

運行となります。
初めてのお友達ばかりでゆっくりレッスン安心してご参加下さい！

入会説明会＆スイミング体験
≪参加費≫1,500円(税別)

【日 程】 3/30(土)・3/31(日)
※どちらか１日お選び下さい

【時 間】 10:30～11:40
【対 象】 一般生のみ ３歳以上
【内 容】 水慣れ・基本(キック)
【バス運行】 運行なし

子ども達は「スイミング体験」、その間に
保護者の方へ「入会説明会」を実施。
ご入会をお考えの方にピッタリ！

サタデー短期教室 ※初参加の方限定
≪参加費≫2,800円(税別)

【日程】 ①2/16(土)・2/23(土) 【時間】各期とも12:20～13:30
②3/  2(土)・3/  9(土) 【対象】一般生のみ 2歳６ヶ月以上
③3/16(土)・3/23(土) 【内容】水慣れ・基本(バタ足)

【バス】運行なし

平日お忙しい方はこのクラス！ 土曜日だけの初心者レッスンで

鉄棒マスター
≪参加費≫2,800円(税別)

【日程】 3/30(土)～3/31(日)
【時間】 9:00～10:10
【対象】 一般生：新年長以上

本科生：ＴＡ～ＴＤコース
【内容】 鉄棒集中レッスン
【バス】 運行なし

鉄棒だけの集中レッスン
鉄棒を「苦手」から「得意」に変えよう！

入会説明会＆体操体験
≪参加費≫1,500円(税別)

【日程】 3/30(土)・3/31(日)
※どちらか１日お選び下さい。

【時間】 10:30～11:40
【対象】 一般生のみ 新年長以上
【内容】 マット・跳箱・鉄棒
【バス】 運行なし

子ども達は「体操体験レッスン」、その間に
保護者の方へ「入会説明会」を実施。
ご入会をお考えの方にピッタリ！

たいそうデビュー ※初参加の方限定レッスン
≪参加費≫1,500円(税別)

【日程・時間】
2/20(水)、2/27(水)、3/  6(水)、3/13(水)
3/ 8(金)、3/15(金)、3/22(金) 14:00～15:30
2/17(日)、2/24(日)、3/  3(日)…………………10:00～11:30

※上記の日程より１日お選び頂きご参加下さい

【対象】一般生のみ ２・３歳児 【内容】たいそう遊び（本科ＴＡコースと同等の内容）

【バス】水曜日と金曜日は本科スクールバスと同様の運行となります。日曜日は運行なし。

初めてのお友達ばかりでゆっくりレッスン、安心してご参加下さい！

兄弟割引
ご兄弟で同時に

ご入金された場合

早期割引
2月28日(木)までに
ご入金された場合

本科生おトク割引
ご入金の時点で本科クラスの在籍されている
方は、全てのコースが一律200円(税別)割引
となります。

割引の併用はできません。「本科おトク割引」との併用はＯＫ！ 「早期割引」「兄弟割引」「連期割引」との併用ＯＫ！

コース
４日間

コース
２日間 コース

１日

コース
２日間

コース
２日間

コース
２日間

コース
１日

コース
１日

連期割引
お1人で２期間以上
同時入金された場合


