
本日はご入会いただき

ありがとうございます。

ご不明な点などございましたら、

ご遠慮なくご質問ください。

入会お手続きのご案内



会員資格

●当スクールは会員制となっております。

●次に該当する方のご入会はご遠慮いただいております。
　１．暴力団関係者
　２．妊娠中の方
　３．その他健康に異常がある等
　４．他のお客様にご迷惑をかけられる方

●毎月のお支払いを滞りなくしていただける方。

●ご入会時に、身分証(免許証、保険証、学生証等)
　の提示をお願いしております。

月曜日

火～金曜日

土曜日

日曜日

１３：３０～２３：００

９：００～２３：００

８：００～２３：００

８：００～１９：００

〒８１２-００４２　　福岡市博多区豊２－２－１４

　　　　　　　　　ＴＥＬ　０９２-９８６-１１２０
　　　　　　　　　　　　　０９２-４００-７３８７

ホームページ　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｌｅｔｓits.ｊｐ/

お問い合わせ・営業時間



●スクール開講スケジュール表よりご希望のクラスを
　お選びください。 定員の確認を行います。

ご登録クラスの決定 ・ 定員の確認

レッツ!インドアテニススクール　成人クラスレベル判別表

レベル 時 間

はじめて

初心

初級

初中級

中級

男性上級

６０分

内　容

８０分

テニスが初めての方対象クラス。運動が苦手で体力に自信のない方でも安心して運動（テニス）を楽しんで頂けます。

ラケットの持ち方から基本的な打ち方・簡単なゲームの進め方までを行います。※１年間の在籍を目安に進級していただきます。

テニス経験半年～１年ぐらいの方、もしくは軟式テニス経験者対象。　※週１回テニスをしていた場合

ラリー＆ストロークの安定を目指します。サーブも覚え、楽しみながらゲームをしましょう！

テニス経験１～２年ぐらいの方対象。　※週１回テニスをしていた場合

ストローク・ボレー・サーブ・スマッシュと、すべてのショットをしっかり打つことを目指しましょう！

テニス経験３年以上の方対象。ゲームで使う技術を中心とした練習を行います。

様々なショットの応用を習得して実際のゲームで実践してみましょう！

追加受講、もしくは振替専用クラス。
ゲーム形式や球出し専用のクラス、３面全てを使用するフリークラスなど球数を多く打てるレッスンです。

一般クラス上級レベル

レッツ!インドアテニススクール　ジュニアレベル判別表

レベル 時 間
キッズ

内　容

６０分

はじめて～１年未満の、満４才～未就学児対象クラス。

ボールやラケットに慣れることから始まり、リズムやバランス感覚を身に付ける練習を行います。

はじめてテニスをする小学生対象のクラス。
ボールやラケットに慣れることから始まり、体の使い方・テニスの基本を学んでいきます。

※ジュニアのステップアップ対象。

Jr４

Jr1.2

Jr３

Jr3.4

中高１

中高２

Jr選抜

対 象

５０分

８０分

満４才～
未就学児

小学生
初心者

小学生

経験者

中高生
初心者

小中高生

選抜者

脳を刺激するトレーニングやテニスを通して体の使い方を覚えることでお子様の体力・運動能力

を向上させます。また、基本の打ち方でラリーをすることを目指します。

レッド

オレンジ

イエロー

身体の成長に伴い、テニスの練習と共に年齢に合ったトレーニングを行い、ラリーの安定とゲームを

覚える事を目標とします。

技術向上と共に、戦術も勉強していきます。また、集団行動での協調性・自律心・公式ルールに

従った試合進行を学び大会に出場することを目指します。

はじめてテニスをする中高生対象のクラス。
テニスの基本的な技術の習得、上達に必要な基礎体力の向上を目指します。

テニス経験者の中高生対象クラス。
試合に出場する為の技術・戦術の習得を目標とします。

ジュニアの試合に出場し、上位を目指すことを目的としたクラス。
試合で使う応用技術を習得し、各ショットの更なるレベルアップを目指します。
※クラスに在籍するにはコーチの許可が必要となります。

※キッズのステップアップ対象。

※ジュニアのステップアップ対象。

イエロー

飛び75％減

飛び50％減

上級

特殊クラス

イエロー

１２０分

中高生
経験者

全てのショットが高いレベルで打てる方対象。

試合で勝つことを目的としたクラスです。　※クラスに在籍するにはコーチの許可が必要となります。

男性限定のクラスとなり、全てのショットが高いレベルで打てる方対象。

試合で勝つことを目的としたクラスです。※クラスに在籍するにはコーチの許可が必要となります。

テニス経験が長く、以前スクールに通われていたり学生時代に部活をしていた方対象。

様々なショットをコントロールしショットの質を高めていきましょう！

※詳細はスタッフまでお尋ねください。



料金プランのご案内

１期/３ヶ月　　８０分レッスン

回
１
週

回
２
週

中高生会員

月々のお支払い

月々のお支払い

 10,000円（税込11,000円）
※13週制時の場合 （税込11,916円）

※13週制時の場合 （税込20,832円）

17,273円（税込19,000円）

１期/３ヶ月　　５０分レッスン

回
１
週

回
２
週

※13週制時の場合 （税込6,911円）

※13週制時の場合 （税込12,822円）

月々のお支払い

月々のお支払い

5,800円（税込6,380円）

 10,691円（税込11,760円）

回
３
週

※13週制時の場合 （税込18,733円）

月々のお支払い

15,582円（税込17,140円）

１期/３ヶ月　　８０分レッスン

回
１
週

回
２
週

平日昼間会員

※13週制時の場合 （税込12,513円）

※13週制時の場合 （税込22,026円）

月々のお支払い

月々のお支払い

18,273円（税込20,100円）

回
３
週

※13週制時の場合 （税込31,539円）

月々のお支払い

26,045円（税込28,650円）

 10,500円（税込11,550円）

１期/３ヶ月　　６０分レッスン

月々のお支払い

月々のお支払い

6,800円（税込7,480円）
※13週制時の場合 （税込8,104円）

※13週制時の場合 （税込15,208円）

回
１
週

回
２
週

12,691円（税込13,960円）

月々のお支払い

※13週制時の場合 （税込22,312円）
回
３
週

18,582円（税込20,440円）

１期/３ヶ月　　８０分レッスン

回
１
週

回
２
週

※13週制時の場合 （税込13,704円）

※13週制時の場合 （税込24,408円）

月々のお支払い

月々のお支払い

20,273円（税込22,300円）

回
３
週

※13週制時の場合 （税込35,112円）

月々のお支払い

29,045円（税込31,950円）

11,500円（税込12,650円）

１期/３ヶ月　　120分レッスン

※13週制時の場合 +税込6,196円

月々のお支払い

+5,400円（税込5,940円）

１期/３ヶ月　　６０分レッスン

回
１
週

回
２
週

ジュニア会員

回
３
週

ジュニア選抜会員

はじめてクラス会員

キッズ会員

平日夜間・土日会員

●受講料は、当月２７日にご指定の金融機関口座よりお引き落としとなります。
　　　(例：５月分会費→５月２７日)

●２７日が金融機関休業日の場合、翌営業日引き落としとなります。

●「レッツテニススクール」の名称でのお引き落としとなります。

●口座登録手続きには、１～２ヶ月間のお時間がかかります。
　口座登録手続き期間中は、前月２０日までに翌月分を現金にてお支払いください。

●会員制テニススクールですので、１ヶ月間を通してご利用がない場合も、通常の月会費を
　お支払いいただきます。

●レッスン会費は、１期１２週制・１期１３週制の場合で料金が異なります。
　(レッスン回数の違いによるものでご了承ください。)
　※１３週制の月会費は、１回分のレッスン料金を３ヶ月に分け、月々のお支払いに加算したものです。

●資金不足等の理由により引き落としが出来なかった場合は未納確認次第現金をご用意いただきます。

会費のお支払いについて

※中高生クラスは１週間に２コマ
　なので週３回以上受講する場合は
　一般クラスへの在籍となります。

回
１
週 月々のお支払い

13,200円（税込14,520円）
※13週制時の場合 （税込15,730円）

重複専用クラス
割引は適用されません６０分レッスン

回
２
週

特殊クラス

月々のお支払い

月々のお支払い

6,800円（税込7,480円）
※13週制時の場合 （税込8,104円）

※13週制時の場合 （税込15,208円）

12,691円（税込13,960円）

月々のお支払い

※13週制時の場合 （税込22,312円）

18,582円（税込20,440円）



スクールご利用案内

●レッスンは１コースにつき、週１回決められた曜日・時間・等級での受講となります。

●１期３ヶ月制となりますが、１期のレッスンが１２週の期と１３週の期がございます。

●コートは屋内カーペットコートですので、専用シューズをご用意ください。

●担当コーチの都合により代行コーチレッスンの場合もございます。予めご了承ください。

●祝日は通常レッスンは基本的に休講となります。

　※祝日に「特別イベント」を実施する場合もございます。是非、ご参加ください。

　※祝日に「通常レッスン」を行う場合もございます。

　　詳細は館内のレッスンスケジュール表をご確認ください。

●来館時は、必ずフロントにて「会員カード」の提出を行い、館内へお入りください。

　「会員カードの提出」を行わなかった場合には、無断欠席となる場合がございます。

　レッスン終了後にコーチよりカードをお返しいたします。

　※「会員カード」をお忘れの場合には、フロントまでお申し出ください。

　※「会員カード」を出されないと出席ポイントサービスが受けられません。

●ロッカーをご利用になる男性の会員様は、フロントにて鍵の管理を行っております。

　ご利用の場合はフロントまでお尋ねください。

●月の途中入会、クラス追加の場合、月内の過ぎた分もお振替としてお使いください。

　日割りは出来かねますのでご了承ください。

●欠席について

　レッスンの開始１時間前までに WEBもしくはお電話にて欠席の手続きをしてください。

　ご連絡頂いた分のみ振替可能となります。

　また、ご連絡がなかった場合は出席扱いとなります。

　※ご連絡がない場合キャンセル待ちの方が受講出来なくなります。

　　皆様のご協力をお願いしております。

●遅刻について

　レッスンに遅刻する際は、レッスン開始前までにご連絡ください。

　受講前には、お客様のお体のために準備運動をお願いいたします。

受講について

欠席・遅刻について



スクールご利用案内

●正規クラスで受講が出来ない場合は別の時間・曜日へ全てお振替することが出来ます。

●受講出来なかった欠席分は期内であれば制限なく振替可能です。

●期内で消化出来なかった欠席分は、１クラスにつき６回まで翌期へ持ち越し可能です。

●祝日に休講となった分は特別振替、または休館日となり通常レッスンはお休みです。
　※特別振替は、翌期までにご受講ください。
　※特別振替は欠席回数、振替持ち越し回数には含まれません。
　※休館日は振替が発生いたしません。

●同じ等級(または１つ下の等級)のクラスで振替受講することが可能です。

●お振替の際に、違う時間帯や等級にお振替される場合は、差額が発生いたします。
　差額はレッスン前に、フロントにて現金でお支払いをお願いしております。

振替について

●お振替のご予約の際に、そのクラスが「満員」の場合はキャンセル待ちとなります。
　その際は、開始１時間前を過ぎますと、参加人数が確定しますのでご確認をお願い
　いたします。
　スタッフからはご連絡を差し上げる事はございません。
　※期末は特に予約が混み合います。お早めに振替消化をお願いいたします。
　※キャンセル待ちは、欠席連絡締切間近に入りやすく、こまめなご確認をお勧め
　　しております。間に合いそうにない場合はキャンセル待ちをキャンセルしてください。
　※キャンセル待ちの状態でも、会員カードの出席予定には印字されます。

●携帯電話・ＰＣから「振替予約」「欠席連絡」「振替状況確認」を行えます。
　①予約を入れた時→「予約確定」と表示されます。
　②キャンセル待ちの時→「キャンセル待ち」と表示されます。

●翌期のご欠席・お振替えのご連絡は、翌期３日前より受付開始いたします。

●正規クラスを欠席されて、その空きに前期分の振替を使って受講することも可能です。

●振替受講は継続者のみとなります。
　※休会された方は、休会期間中のお振替はご利用いただけません。
　※退会された方は、振替は無効となりますのでご了承ください。

振替差額 平日昼間(円) 夜間土日(円) ジュニア(円)

はじめて

平日昼間

キッズ

1,000 1,300

280

280

※詳細やその他の差額はフロントスタッフまでお尋ねください。



スクールご利用案内

進級について

●クラスの「進級」は月ごととなり、コーチより進言いたしますが、
　併せてお気軽にご相談ください。

●「はじめてクラス」への在籍は、入会後１年間を目安とし、
　その後は「初心クラス」へ進級していただきます。
【一般クラス：はじめて→(初心)→初級→初中級→中級→上級】
【ジュニアクラス：Jr1.2→Jr3→(Jr3.4)→Jr4→(中高生)→Jr選抜】

●「はじめてクラス」から「初心・初級クラス」へと進級後、
　「はじめてクラス」の振替を利用する場合、月会費が違うため、
　１回分の差額をいただきます。　※振替差額は現金でのお支払いとなります。

●翌月より、曜日・時間・クラスを変更される場合は、
　当月の変更受付期間最終日(日曜日締め)までにフロントにてお手続きください。

●クラスの変更は月ごととなります。月途中でのクラス変更、
　お電話での手続きはお受けいたしかねますのでご了承ください。

クラス変更について

●重複
　コースを複数受講される場合２クラス目以降の会費から毎月3,000円割引いたします。
　※「中高生クラス」の複数受講も毎月3,000円割引の対象です。
　※「はじめてクラス」「キッズ・ジュニアクラス」を複数受講される場合は、
　　２クラス目以降の会費から毎月1,000円割引いたします。
　※「重複割引」「家族割引」の併用は出来ます。

●終了
　複数受講していたクラスを減らし週１回などに戻すこと。
　※振替消化が出来るのはクラス継続者のみです。
　　終了・退会された場合は振替が残っていても期末後から受講出来ません。
　　また原則振替等は重複月から利用可能です。

重複・終了について

※進級・クラス変更・重複・終了などの各種届け出はフロントにて
　書面での手続きが必要となります。



スクールご利用案内

●休会について

　お客様のご都合で、休会(最長１～２ヶ月)される場合は、休会される前月の

　変更受付期間最終日までに書面にてお手続きください。(無料)

※休会期間は、スクールカレンダーの「月毎」となります。暦のカレンダーとは

　若干のずれがございますのでお気をつけください。

※休会申請時に「復会時の在籍クラス」をお決めください。

※休会期間中は、「在籍クラス」の席は確保されます。

※休会期間(１～２ヶ月)終了後、自動的に会費の引き落としが再開いたします。

※休会期間中は、残っている振替は継続され「期間延長保留」とさせていただきます。

※休会期間中のお振替は出来ません。復会されてからお振替はご利用ください。

※休会期間終了後、退会された場合は余っている振替は「無効」となります。

※休会期間中は「家族割」の適応になりませんのでご了承ください。

●退会について

　お客様のご都合で退会される場合は、当月の変更受付期間最終日までに書面にて

　お手続きください。

　お電話での手続きはお受けいたしかねますので、ご来館されてお手続きください。

※退会手続きは、登録されているご本人様が来館しお手続きをされてください。

　ご本人様が来館出来ない場合は代理の方のお手続きも受付いたしますが、

　ご本人様に電話連絡をさせていただく場合がございます。

※退会をされた場合は、残っている振替・ポイントは全て消滅いたします。

※月の途中での退会はお受けいたしかねますのでご了承ください。

休会 ・ 退会について



注意事項

施設内の怪我・事故等について

●レッスン前は、 入念な準備運動をお願いいたします。

　また、スタッフもレッスン中は細心の注意を払い、怪我予防に努めておりますが、

　プレーにより発生した事故は自己責任となりますので、ご了承願います。

　※個人での傷害保険の加入をおすすめいたします。

●貴重品等の管理は各自でお願いいたします。

　盗難・紛失された場合の責任は、一切負いかねます。

　※無料更衣室ロッカー・月極有料ロッカー(1,100円/月)をご利用ください。

●当スクール駐車場内でおきた事故・盗難につきましても自己責任となります。

　ご理解のほどよろしくお願いいたします。

その他の注意事項

●お預かりラケットや月極ロッカーをご利用の会員様がご退会された場合、

　残されたお荷物の保管期間は１ヶ月です。それ以降は破棄いたしますので、

　お早めに受け取りをお願いいたします。

●会員カードを失くされた場合、再発行料として200円をいただいております。

●以下の状態が続く場合ご利用を停止させていただく場合がございます。

　・命にかかわる病気が判明した場合

　・会費の滞納が数ヶ月続く場合

　・無断欠席が続く場合

　・お電話でのご連絡が数ヶ月取れない場合

　・文書送付後のお返事がない場合

●拾得物はフロントにてお預かりしております。

　保管期間は１ヶ月となり、それ以降は破棄させていただきます。

　保管期間を過ぎる前にフロントスタッフまでお尋ねください。

●引っ越しなどで住所や電話番号、名義が変更となった場合は、

　お早めに変更の手続きをお願いいたします。



会員特別サービス

会員証ポイント制度について　　　

●新規でご入会されたお客様には、入会特典をご用意しております。
　また、お友達を紹介していただいた際にも月々変わる紹介特典を
　ご用意しております。
　是非、テニスの楽しさをお友達やご家族にお伝えください！

●会員様の大切なラケットを当店で保管することが出来ます。
　ケースに名前が書かれたタグを付けさせていただきますので予めご了承ください。
　※お預かりはケース１つ分です。ラケットケースがないとお預かり出来ません。

●テニスシューズをお忘れの際はレンタル料100円で貸出を行っておりますので、
　フロントスタッフまでお伝えください。

●同一口座でお支払いの会員様のみ、チケットの譲渡が出来ます。
　※１期に１度、チケットの枚数制限はありませんがチケットの期限は移行前と変わりません。

●在籍クラスに毎週休まず受講された方には皆勤賞としてレッスンチケットを
　１枚プレゼントしております。
　※前期分のお振替を入れ替えてご使用された場合は対象外となります。

●無料ロッカーとは別に有料の月極ロッカーもご用意しております。
　月々1,100円を会費と一緒に引き落としさせていただきます。
　※数に限りがあるため、フロントスタッフまでお尋ねください。

●ご家族で入会されたり、入会後ご家族を紹介していただいた場合、
　「家族割引」が適用となり、２人目の月会費から1,000円割引となります。
　※同一口座の方に限ります。
　※ご家族が休会、退会された場合は通常会費でのお支払いとなります。

貯めてお得な「ポイント制度」
●「出席ポイント」
　レッスンにご出席・特別イベントにご参加いただく度に、
　出席ポイントを差し上げます。
　500ポイントごとにレッスンチケット１枚プレゼント。

●「購入ポイント」
　ラケットやシューズなどを購入したり、お友達を紹介されると、
　購入ポイントを差し上げます。
　税抜100円で１ポイントの購入ポイントが発生し、ショップ商品購入時に
　１ポイント１円としてお使いいただけます。
　※出席ポイントと購入ポイントは合算できません。



「継続は力なり！」 レッツ！インドアテニススクールには、

あなたの 「続ける」 をサポートするプランがいっぱいです。

●妊娠にてお休みされる場合は、 最長２年間まで無料でお休みいただけます。

●ずっと続けていくつもりだったけれど、 やむを得ない事情で退会しなければならなくなった

　 方には最長 ６ ヶ月まで、 復会された際の優待特典がございます。

●お子様の長期休み ・ 年末年始 ・ 出張など、 一定の期間だけお休みしたい場合、

　 最長 2 ヶ月まで無料でお休みいただけます。

●消化できずに残ってしまった 「振替」 も復会後ご利用いただけます。

　 （休会した期間だけ期限を延長いたします。）

※休会期間が終了後、 会費の引き

　 落としは自動的に再開されます。

※復会される際、 フロントにて書面

　 でのお手続きが必要となります。

※復会される際、 フロントにて書面

　 でのお手続きが必要となります。

※以前在籍中に消化できなかった

　 「振替」 はご利用いただけません。

継続サポートプラン

休会制度

特別退会制度

復会制度

入会金 ：  無料

手数料 ： 550 円
復会
特典

休会
特典

入会金 ： 無料

手数料 ： 無料

特別退会
特典

入会金 ： 無料

手数料 ： 無料

※休会期間中は、 「家族割」 の適応には

　 なりませんのでご了承ください。

※以前在籍中に消化できなかった

　 「振替」 はご利用いただけません。
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