
webからご予約
ください!!
※1日体験は電話にて
　ご予約ください。

体験後
3日以内に
ご入会の場合

体験後
3日以内に
ご入会の場合◆体験日程等はお問い合わせください。

「強く」「やさしく」
「礼儀正しく」
心身を鍛えます。

「強く」「やさしく」
「礼儀正しく」
心身を鍛えます。

学校体育に自信が持てる。学校体育に自信が持てる。

[指定用品]道衣、サポーターセット、
　　　　  スクールバッグ

16：30～17：30
17：30～18：30

火AB

コース 時　間 対　象

4歳児～小学6年生

◆本科月会費・［A・Bコース］￥6,600（税抜）◆本科月会費・［A・Bコース］￥6,600（税抜）

[指定用品]バレエシューズ、スクールバッグ

13：45～14：45
15：00～16：00
16：10～17：30

SA

B
土A

コース 時　間 対　象
4歳児～小学1年生
小学校低学年

小学3年生～中学生

協力：法村友井バレエ学校

◆本科月会費◆本科月会費・［Aコース］￥7,100（税抜）
・［Bコース］￥7,600（税抜）
・［Aコース］￥7,100（税抜）
・［Bコース］￥7,600（税抜）

良い姿勢、美しい動作を
身につけます。
良い姿勢、美しい動作を
身につけます。

●対象：生後6ヶ月～2才のお子様と保護者
●曜日：月・水・金 ●時間：10：15～11：00

●プールには同年代の
お友達がいっぱい!

●お母さんのストレス解消
情報交換にも!

●プールには同年代の
お友達がいっぱい!

●お母さんのストレス解消
情報交換にも!

◆本科月会費
・［週1回］￥6,000（税抜）
・［週3回フリー］￥8,100（税抜）

◆本科月会費
・［週1回］￥6,000（税抜）
・［週3回フリー］￥8,100（税抜）

チームワークを育みます。
元気いっぱいな笑顔で
ダイナミックに演技しよう！

チームワークを育みます。
元気いっぱいな笑顔で
ダイナミックに演技しよう！

★指定用品：スクールバッグ、シューズ、ポンポン
◆本科月会費・［A・Bコース］￥6,476（税抜）◆本科月会費・［A・Bコース］￥6,476（税抜）

16：00～17：00
17：10～18：10

金AB

コース 時　間 対　象
4歳児～小学1年生
小学2年生～小学6年生

★ほっぺんクラブの体験料金・日程は異なります。
　詳細はお問い合わせください。

踊る楽しさを実感できる
ダンスクラスです。
踊る楽しさを実感できる
ダンスクラスです。

16：00～16：50
17：00～18：00

月

16：30～17：20
17：30～18：30

A
B
木AB

コース 時　間 対　象
4歳児～小学1年生

小学生
4歳児～小学1年生

小学生

[指定用品]スクールバッグ[指定用品]スクールバッグ
◆本科月会費◆本科月会費・［A・Bコース］￥6,300（税抜）・［A・Bコース］￥6,300（税抜）

0円

入　会
登録金
通常2,857円 →

コース 対　象 時　間 曜　日

16：45～17：45
15：45～16：35 水・木・金

水・木・金A

幼児

5歳児～小学生

4歳児～6歳児

土

B

9：00～10：00
水・木・金17：55～18：55
土10：10～11：10

6歳児～中学生

◆本科月会費
［週1回］ ￥6,600（税抜）・［週2回］￥8,600（税抜）

◆本科月会費
［週1回］ ￥6,600（税抜）・［週2回］￥8,600（税抜）

[指定用品]水着・キャップ・スクールバッグ

[指定用品]Tシャツ・トレパン・シューズ・スクールバッグ

特典

1
入　会
登録金0円
通常2,857円 →

特典

2 プレゼント!!
スイミングキャップ

プレゼント!!
スクールバッグ

連続コース最終日までにご入会の場合連続コース最終日までにご入会の場合

特典

1
入　会
登録金0円
通常2,857円 →

特典

2
連続コース
最終日までに
ご入会の場合

連続コース
最終日までに
ご入会の場合

連続コース申込と同時に
ご入会の場合
連続コース申込と同時に
ご入会の場合

連続コース申込と同時に
ご入会の場合
連続コース申込と同時に
ご入会の場合

同 時 入 会
同 時 入 会特典1

特典2
プラス

参加費 500円（税抜）

参加費 4,000円（税抜）
★3日間の集中レッスン

★3日間の集中レッスン

★6月または7月または8月の
　通常レッスンを1回体験できます。

3日間連続コース
3日間連続コース

参加費 4,000円（税抜）
14：15～15：30 水
13：15～14：30 土
15：15～16：30 月～金
14：15～15：30 土
16：15～17：30 月～金
15：15～16：30 土

A

B

C

コース 時　間 曜　日

３歳児～未就学児

3歳児～小学6年生

4歳児～小学6年生

D 4歳児～中学生 17：15～18：30 月～金
16：15～17：30
9：15～10：30
10：15～11：30

土

土J1
J2 4歳児～中学生

4歳児～中学生

期　間期 時　間クラス 対　象

1期

3歳～小学生

7月24日（月）～7月26日（水）

3期 8月  1日（火）～8月  3日（木）
4期 8月  7日（月）～8月  9日（水）

2期 7月28日（金）～7月30日（日）

1A

1B

1C

2A

2B

2C

8：30 ～ 9：45

3A

4A

8：30 ～ 9：45
8：30 ～ 9：45

14：30 ～15：45
16：15 ～17：30

8：30 ～ 9：45
14：30 ～15：45
16：15 ～17：30

期　間

時　間クラス 対　象

4歳～6歳

6歳～小学生

7月26日（水）～7月28日（金）

1A 15：45 ～ 16：45
1B 17：15 ～ 18：15

定員となっているクラスもあります。
予めご了承ください。 TEL.0476-45-0880 駐車場

3,500台イオンモール千葉ニュータウン1F

お申込時のご注意
webまたはお電話ご予約の場合は、ご予約後7日以内に
直接クラブでお手続きください。
※web予約はスイミング・体育の体験のみとなります。

Web予約・電話予約 教室開始日の1週間前までは全額返金いたします。
それ以降は返金いたしかねます。キャンセル

1日体験

■同一スクールの体験を複数受講することはできません。■感染症の拡大や自然災害などのやむを得ない事由により、体験教室の日程・内容などを変更する場合が
ございます。予めご了承ください。■広告折込日により、すでに定員になっている場合もございますので、予めご了承ください。

プレゼント!!
スクールバッグ特典1

特典2
プラス

鉄棒・マット・とび箱鉄棒・マット・とび箱

増える!増える!
できた!できた!がが

3日間で3日間で

体を動かすことが大好き！楽しく体
育スクールに通っています。楽しみ
ながら上達する子供の姿に大満足
しています

T・Yくん（4才）

保護者様からいただいた

喜びの声
保護者様からいただいた

喜びの声

毎週スクールを楽しみにしています!

「25Ｍ休まずに泳げたよ」と嬉しそうに報告がありました。できることがどんどん増えてきて、水泳は既に母を追い越しました。T・Sくん（7才）

保護者様からいただいた
喜びの声

保護者様からいただいた
喜びの声

25m泳げたよ!

泳ぐことがちょっぴり苦手だったけ
ど、今では楽しくスイミングに通って
います。がんばることで成果がでるこ
とを理解してくれました！  

H・Yくん（9才）

保護者様からいただいた

喜びの声
保護者様からいただいた

喜びの声

目標をもってがんばる力が育った!

3日間で水が怖く

なくなる!
3日間で水が怖く

なくなる!

ご予約は
こちらから!

プレゼント!!
体育Tシャツ

学研ほっぺんくらぶは、
0歳児～年長までのお子様と
おうちの方のための
幼児教室です。

締切間近!


