
「ジュニアスクール・システム変更」のご案内（2015年 6月以降） 
ジュニア・保護者 各位  201５年６月から、ジュニアテニススクールのシステムが変更されます。クラス名変更、「プレ

イ＆ステイ」プログラムの本格導入、強化クラスの週 1 回受講導入（料金改定を含む）などをご案内させていただきます。 

今後も追加や不明点については、ホームページを利用してご連絡をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

                        殿山テニスガーデン 代表 中村吉胤 

＜ 裏面のパンフレットに各クラスの受講料・レッスン時間割などが記載されています ＞ 

クラス名変更のワケ 
現行のクラス名「初心者」「ビギナー」「ベーシック」「ＢＰ」が、レベルの序列が直感的に解りにくい。また、世界基準指

導法の「プレイ＆ステイ」（今年度中改訂予定）の本格導入にあたり、使用球のレッド・オレンジ・グリーンに対応させた方

が理解しやすい。以上の理由から、６月以降のクラスを下表のように変更します。 

新クラス 該当する 

旧クラス名 
各クラスの意味づけや目標、など 

クラス名 略称 

庭球道場殿山 同左 同左 

選手ステージ＊関東Ｊｒ、全日本Ｊｒ、関東中学、インターハイ等のステージ

をめざす。試合・練習で手を抜かない精神力、日常生活の自己管理、テニスの

スキル、練習態度、礼節・協調性・感謝するなどの人間力等が殿山Ｊｒの模範

となる。 

ジュニア１ Ｊ１ トーナメント 
選手ステージ＊関東ランキングを上げ、県大会上位の成績をめざす。試合・練

習への取組み、生活面の自己管理が庭球道場につながることを意識する。 

ジュニア２ Ｊ２ 
ベーシック 

ＢＰ 

小学生～高校生のイエローボール中上級ステージ＊グリーンで出来たスキルや

戦術を、イエローボールで再現する。新しいスキルも身につけ試合に参加する。

競技としてのテニスを意識しＪ１や道場を目指す。 

グリーン ― ビギナー 

小学生～高校生の中級ステージ＊フルコートと広くなり、さらにグリーンボー

ルはスピードが速く高く弾む。オレンジで出来たスキルの再現は一筋縄ではい

かないが、辛抱強く練習する。レベルが上がれば、イエローボールは易しくな

る。テニスデビューに向けての最終章だ。 

オレンジ ― ビギナー 

小学生の初中級、中高生の入門ステージ＊オレンジボールを使用する。レッド

のスキルをベースに、より広いコートより速いボールに対応する。ダイナミッ

クな動き、素早い反応、動的バランス、ラケットの加速が必要になる。最後は

オレンジボール、オレンジコートでは高いレベルの試合ができる。 

レッド ― 初心者 

園児・小学生のテニスの入門ステージ＊レッドボールを使用する。数歩の広さ

をしっかり動き、バランス良く止まり、しっかり打ち、リカバリーできるスキ

ルを身につける。最終的には、レッドボール、レッドコートでは高いレベルの

試合ができる。 
 

強化クラス変更点（裏面の新パンフレットをご参照ください） 
① 現在の「トーナメント」クラスは週２回受講が原則で、週 1 回受講は事情を考慮して認める「要相談」となっています。 

新「Ｊ１」（旧トーナメント）クラスも週 2 回受講が原則ですが、週 1 回受講を可能にしました。ただ、週 1 回（月 4 回）で

は練習が足りません。週 1 回コースを選択した方も、１回でも多く追加受講をしてください。 

② 備考欄の「合同」は、コーチ数・コート面数の都合で合同レッスンとして行う場合が有ることを意味しています。 

③ 月曜日の「Ｊ１・庭球道場」はフリー練習日になり、レッスン回数としてカウントされます。参加者は学年を超えて強化チー

ムとして交流します。主にマッチ練習を行い、練習時のメニューも自分たちで考えます。高校生は小中学生へのテニスや生活

面へのアドバイスを通じて自分を高めます。疑問点などは担当コーチに質問してください。 

④ 強化クラスの「ジュニア１」「庭球道場」は、振替券が発行されません。（従来通り） 

クラス名 

レッスン受講料 

追加レッスンについて 
備

考 
週 1 回コース 

料金回数：4 回 

週２回コース 

料金回数：７回 

ジュニア１ 

Ｊ１・１８０分 

12、343 円 

（改定） 

21、600 円 

（従来通り） 

３、８５８円／回で追加受講できます。 

（現金支払い or 追加受講券） 

合

同 
 

振替および振替券に関してお問い合わせの多かったこと 
●５週目が有る月は、料金回数を超える「おまけ分のレッスン」が生ずる時があります。その「おまけ分レッスン」は当月内で受講

(無料)できますが、翌月以降の振替対象にはなりません。 

●料金回数と月末時点の受講済み回数を較べ、次月の振替券枚数が決まります。振替券は翌月のレッスン１回目にお配りします。 

●振替券の有効期限は、天候による中止分は翌月から６ヶ月間、自己都合による欠席分は翌月から２ヶ月間です。 

●雨天中止は 1 時間前に決定しますので、原則的に電話でお問い合わせください。ホームページも活用の予定です。 

●振替受講の予約日が雨天中止になった場合、振替券記載の有効期限までに、再予約のうえ受講してください。 

●あらかじめ当月後半のレッスン欠席が分かっている場合、当月前半でも振替受講できます。 

連絡方法の改善 
●５月下旬をメドに新しいホームページに生まれ変わります。フェイスブックを連携させて情報をいち早く掲載し、皆さんへのご連

絡の徹底を図ります。早めに「殿山テニスガーデン」をお気に入りに登録し、随時ホームページでご確認ください。 

◆◆ジュニア・キャンペーン中！（５月３１日まで）◆◆ 
《ガット張り替え》新ストリングマシン導入記念で、ヨネックスガット 30％OFF、張替作業代も 100 円 OFF！（持込み除く） 

《テニス用品セール》ヨネックスのラケット、シューズ、ウェア、バッグ、ソックスが 20％OFF！ 

お得な 55％OFF のテニスシューズ（22.0cm・22.5cm・23.0ｃｍ、ひもで結ぶタイプ）も有ります。 

《お友達ご紹介特典》お友達をご紹介いただくと、ご入会時に１０００円分の殿山商品券を、あなたとお友達にプレゼント！ 

受講料の口座振替に影響する受講回数の変更、休会などのご連絡は毎月 15日までにお願いします。 

殿山テニスガーデン ☎０４３－２８７－０１０１ 〒264-0037 千葉市若葉区源町 839-1 



Ｊ２の中で、大会出場者は
強化のトレーニングに参加可

 

 

レッスン受講料（消費税8％込み）
コース→

主な使用球
備
考クラス↓

レッドボール

週３回コース週１回コース 週２回コース
◆
←
く
わ
し
い
ご
案
内
◆

 レッド 　６０分 ５,８３２円 １０,２０６円 １４,５８０円

合
同

土 日

火

時間割　＜平日＞

《振替券》　強化クラスの「Ｊ１」と「庭球道場」は、振替券が発行されません。

フリー

オレンジグリーン

(金城・畑山・髙品)

13：00

時間割　＜土・日＞オレンジ　９０分 ８,１６８円 １４,２９４円 合
同

レッド

２０,４２０円 オレンジボール

グリーン

レッド
(金城・畑山・髙品) (畑山・髙品)

9：15
グリーン　９０分 ８,１６８円 １４,２９４円 ２０,４２０円 グリーンボール

(畑山・髙品)

ジュニア２
Ｊ２・９０分

１４,２９４円 ２０,４２０円 イエローボール
合
同

11：45

10：15

８,１６８円

オレンジ

14：30

ご入会の
おすすめ

【幼稚園児（年中さん）から大学生までご入会できます】
①体験後に受講を希望される場合、コーチがおすすめしたクラスで、
週○回コース・曜日を決めてください。
②下記のご入会時に必要なものを用意し、フロントでお手続きください。
③ご入会の際は、２０分ほどのガイダンスがあります。

ジュニア１
Ｊ１・１８０分

１２,３４３円 ２１,６００円
追加レッスンは３８５８円/回
（現金支払or追加受講券）

体験
レッスン

●（既存クラスで）体験レッスンを無料で１回受講できます。ただし、庭球道場を除く。
●テニスができる服装・シューズを着用してください。飲み物もご用意ください。
●体験時はラケットを無料でお貸しします。

《料金回数》　週２・３回コースの受講料は、週２回は７回分/月、週３回は１０回分/月のお得
な割引設定です。受講料基準の週２の７回、週３の１０回を料金回数と言います。

13：00 13：00

庭球道場殿山
１８０分

３７,８００円
受講回数フリー（週３回以上受講のこと）

イエローボール

Ｊ２ Ｊ２

11：45 11：45

《受講できる回数（受講回数）》　まず週１～週3回コースとも受講曜日を事前に決めます。
ジュニアカレンダーのレッスンが無い日（▲印）から、各月の受講できる回数が決まります。

(金城・髙品) （城所）

庭
球
道
場

Ｊ１

庭
球
道
場

Ｊ１
16：00

16：30
月 水 木 金

レッド レッド レッド レッド

17：30
(伊川・城所) (金城・城所) (金城・城所) (金城・城所)

Ｊ１

オレ
庭
球
道
場

Ｊ１

17：30
(伊川・金城・城所・畑山) (伊川・城所)

庭
球
道
場

Ｊ１

オレ
庭
球
道
場

Ｊ１

オレ
庭
球
道
場

オレ
グリ グリ グリ グリ定

休
日

（ ）内は担当コーチ名。ただし事情によ
り　　変更されるの場合があります。

19：00
(城所) (城所) (城所) (髙品)

19：00

Ｊ２ Ｊ２

20：30
フリー (城所) (城所)

(伊川) (伊川・金城・城所) (伊川・金城) (伊川・城所・金城)

20：45 20：45 20：45 20：45

グ
リ
ー

ン

対象：小学生～高校生の中級者

週１～３回：フルコートになり、さらにグリーンボー
ルはスピードが速く高く弾む。オレンジで出来たス
キルの再現は、一筋縄ではいかないが、辛抱強く
練習する。レベルが上がれば、イエローボールは
易しくなる。テニスデビューに向けての最終章だ。

週３回以上：関東Ｊｒ、全日本Ｊｒ、関東中学、イン
ターハイ等のステージをめざす。試合・練習で手を
抜かない精神力、日常生活の自己管理、テニスの
スキル、練習態度、礼節・協調性・感謝するなどの
人間力が殿山Ｊｒの模範となる。

Ｊ１

対象：小学生～高校生の上級者

週２回：関東ランキングを上げ、県大会上位の成
績をめざす。試合・練習への取組み、生活面の自
己管理が庭球道場につながることを意識する。

オ
レ
ン
ジ

対象：小学生初中級者、中高生の初心・初級者

週１～３回：レッドのスキルをベースに、より広い
コートより速いボールに対応する。ダイナミックな動
き、素早い反応、動的バランス、ラケットの加速が
必要になる。最後はオレンジボール、オレンジコー
トでは高いレベルの試合ができる。

レ
ッ
ド

対象：年中・年長～小学生の初心・初級者
週１～３回：レッドボールをラリーをまず楽しめる。
数歩の広さをしっかり動き、バランス良く止まり、
しっかり打ち、リカバリーできるスキルを身につけ
る。最終的には、レッドボール、レッドコートでは高
いレベルの試合ができる。

庭
球
道
場

対象：小学生～高校生の選手

Ｊ２

対象：小学生～高校生の中上級者

週１～３回：グリーンで出来たスキルや戦術を、イ
エローボールで再現できる。新しいスキルも身に
つけ試合に参加する。競技としてのテニスを意識
しＪ１や道場を目指す。

20：30

－ ご挨拶 －
殿山ジュニアテニススクールはテニスの底辺の拡大は勿論、

やる気のあるお子様の力を少しでも伸ばす環境を提供いたしたいと思っております。
テニスを生涯スポーツとお考えの方にも、選手を志す方にも私共の

ジュニアテニススクールをお薦め致します。
殿山テニスガーデン 代表 中村 吉胤

■祝日のレッスンについて
★平日が祝日に当る場合は、原則としてレッスンは
お休みで、受講できる回数に含まれません。
★祝日にイベントを行う場合は別途募集します。
★土日が祝日の場合は、通常どおりのレッスンを行
います。

■レッスンの振り替えと振替券について
★当月の受講済み回数が料金回数に満たない場合、不
足回数分の振替券を次月に発行します。次月以降に予
約をして振替受講してください。ただし、庭球道場とＪ１の
強化クラスには、振替券は発行されません。
★料金回数を超えるおまけ分は、当月内であれば無料
で受講できますが、次月以降の振替対象になりません。
★振替予約日が雨天中止の時は、予約をし直して振替
券の表示期限までに振替受講してください。
★振替分は休会中（在籍費必要）も予約して受講できま
すが、退会後は振替も金券使用も無効になります。
★振替券は振替レッスン受講の他に、金券として受講料
支払い時や商品購入時にご使用できます。額面は９０分
レッスンは５００円、６０分レッスンは４００円になります。た
だし、欠席連絡が遅れたり、うっかり忘れてしまった場合
の振替分は金券使用ができません。
★６０分レッスン時の振替券で、９０分レッスンを受講する
時は差額５８４円をお支払いください。
★振替券を紛失した時、再発行はしません。

■ご入会時にご用意いただくもの
★ジュニアと保護者のお写真各１枚
（一緒に写ったスナップも可）

★年度登録料と受講料２か月分（入会月と翌月分）
★金融機関の口座番号と、その届出印
（３ヶ月目以降の受講料は口座振替となります）

■休会と在籍費と退会について
★休会・退会時はすぐにご連絡いただき、「休会・
退会届」をご提出ください。ご連絡のない期間は在
籍とみなされ、該当する受講料が発生します。
★休会時は在籍費５４０円/月が必要です。休会
中は、振替や追加レッスンの受講ができます。
★退会時は、振替分すべて無効になります。なお、
再入会時には年度登録料が必要になります。

■レッスンを欠席する場合
★欠席の連絡は、振替の空き待ちの方のために、できる
だけ早くご連絡ください。欠席連絡が遅れたり、うっかり
忘れてしまった場合、振替はできますが金券使用ができ
ません。

■レッスンが中止になる時
★雨天・積雪・荒天の時など。ただし、中止の判断は
６０分前に行います。
★クラブの行事と重なった時。
★夏季・年末年始などクラブの休業日に当たる時。
★途中降雨で、所定時間の２/３未満で終了した時。

■受講料のファミリー割引について
★同じ月に家族が在籍する場合、２人目は１０８０
円、３人目以降は２１６０円の受講料割引がありま
す。但し、幼稚園児と休会中の方、および特別
レッスンにはファミリー割引が適用されません。

ラケット・プレゼント！
＜本数限定＞

レッドクラス対象
今がチャンス！

■受講料に関係する変更がある時
★口座振替の引き落とし額の変更が必要になる
受講回数の増減、および休会・退会は前月の１５
日までにご連絡ください。なお、曜日だけ変更す
る時は前月２５日までにご連絡ください。

金城コーチ

（きんじょう）

無料の
体験レッスン
受付中！

Ｊ１・道場の体験は
有料(1080円)です

■年度登録料について
★毎年４月に「年度登録料２１６０円（税込）」が必要
です。年度登録料は４月分月謝と合わせて口座振
替されます。年度途中でご入会の方は月割りの計
算で、３月末までの登録料をお支払いください。

城所ヘッド
（きどころ）

伊川校長
（いがわ）

畑山コーチ

（はたやま）

川口コーチ

（かわぐち）

髙品コーチ
（たかしな）


