
　2016年

　　　　　 テニススクールライフに 　　　　　 テニススクールライフに 　　　　　 テニススクールライフに 　　　　　 テニススクールライフに 『魅力をプラス』『魅力をプラス』『魅力をプラス』『魅力をプラス』    ♪♪♪♪

　　　あなたは 　　　あなたは 　　　あなたは 　　　あなたは 競技派?!競技派?!競技派?!競技派?!　　　　社交派?!社交派?!社交派?!社交派?!　気になるイベントをチェック！　気になるイベントをチェック！　気になるイベントをチェック！　気になるイベントをチェック！

　『パーソナルチケット』　『パーソナルチケット』　『パーソナルチケット』　『パーソナルチケット』で､お得にご参加いただけます。で､お得にご参加いただけます。で､お得にご参加いただけます。で､お得にご参加いただけます。

※前日までに申し込みが無い場合、中止となるイベントがあります。

また、ゲーム練習会、Jrクラブカップ、マッチ練習会等は人数不足のため中止になる

場合もございますのでご了承ください。

 ●募集定員＝30名 

  　又は､パーソナルチケット1枚＋1,080円

申込〆切：6月12日

申込〆切：6月12日申込〆切：6月12日

申込〆切：6月12日 / 先着順

※フロントにて直接申し込みとなります。申し込み後のキャンセルはできませんのでご了承願います。

※フロントにて直接申し込みとなります。申し込み後のキャンセルはできませんのでご了承願います。※フロントにて直接申し込みとなります。申し込み後のキャンセルはできませんのでご了承願います。

※フロントにて直接申し込みとなります。申し込み後のキャンセルはできませんのでご了承願います。

 ●募集定員＝15名 

申込〆切：5月29日

申込〆切：5月29日申込〆切：5月29日

申込〆切：5月29日 / 先着順

※フロントにて直接申し込みとなります。

※フロントにて直接申し込みとなります。※フロントにて直接申し込みとなります。

※フロントにて直接申し込みとなります。

※申し込み後のキャンセルはできませんのでご了承願います。

※申し込み後のキャンセルはできませんのでご了承願います。※申し込み後のキャンセルはできませんのでご了承願います。

※申し込み後のキャンセルはできませんのでご了承願います。

 ●参加料＝2,160円

  又は､パーソナルチケット1枚。

申込締切：

申込締切：申込締切：

申込締切： 定員になり次第

 定員になり次第 定員になり次第

 定員になり次第

 ●参加料＝2,160円

  又は､パーソナルチケット1枚。

申込締切：

申込締切：申込締切：

申込締切： 定員になり次第

 定員になり次第 定員になり次第

 定員になり次第

 ●参加料＝2,160円/1レッスン

  　又は､パーソナルチケット1枚。

申込締切：

申込締切：申込締切：

申込締切： 定員になり次第

 定員になり次第 定員になり次第

 定員になり次第

ITC神戸オープンITC神戸オープンITC神戸オープンITC神戸オープン
男子シングルス男子シングルス男子シングルス男子シングルス

予定時間＝14：15～20：00

予定時間＝14：15～20：00予定時間＝14：15～20：00

予定時間＝14：15～20：00

◆参加資格オープンのハイレベ

ル大会。本格的男子シングル

スに挑戦したいあなた！腕試し

をしたいあなた！試合経験を積

みたいあなた！エントリーをお待

ちしております！

～男子シングルス ～

対象：スクール生・一般の男子対象：スクール生・一般の男子対象：スクール生・一般の男子対象：スクール生・一般の男子
 ●参加料＝3.240円

ITC KOBE Tennis & Fitness

米田コーチおまかせレッスン米田コーチおまかせレッスン米田コーチおまかせレッスン米田コーチおまかせレッスン 予定時間＝11:00～12:30

予定時間＝11:00～12:30予定時間＝11:00～12:30

予定時間＝11:00～12:30

◆米田コーチのスペシャルなレッ

スンであなたの問題解決！楽し

く愉快にレベルアップ！

～雁行陣からの展開～

～雁行陣からの展開～～雁行陣からの展開～

～雁行陣からの展開～

 ●募集定員＝8名

対象：初中級以下対象：初中級以下対象：初中級以下対象：初中級以下

～平行陣からの展開～

～平行陣からの展開～～平行陣からの展開～

～平行陣からの展開～

 ●募集定員＝8名

対象：中級以上対象：中級以上対象：中級以上対象：中級以上

山本コーチおまかせレッスン山本コーチおまかせレッスン山本コーチおまかせレッスン山本コーチおまかせレッスン 予定時間＝11:00～12:30

予定時間＝11:00～12:30予定時間＝11:00～12:30

予定時間＝11:00～12:30

◆山本コーチのスペシャルなレッ

スンであなたの問題解決！楽し

く愉快にレベルアップ！

～わいわい団体戦 ～

対象：スクール生対象：スクール生対象：スクール生対象：スクール生
 ●参加料＝3,240円/1名

◆年2回のジョイントカップの春

バージョン。6チームによる対抗

戦で、コーチがチームに入って

リードします！たこ焼き器は誰の

手に?!

★  Joyful day & Thank you sunday

6666 『ジョイフル『ジョイフル『ジョイフル『ジョイフル❤❤❤❤イベント』 イベント』 イベント』 イベント』 ご案内ご案内ご案内ご案内

ワンポイントレッスンメドレーワンポイントレッスンメドレーワンポイントレッスンメドレーワンポイントレッスンメドレー  ①②共に＝10:00～11：00

 ①②共に＝10:00～11：00 ①②共に＝10:00～11：00

 ①②共に＝10:00～11：00

◆ストロークの基本練習と、平

行陣のいろはを練習します。す

べての技術には基本あり！

月度月度月度月度

①ストローク基本　②平行陣

①ストローク基本　②平行陣①ストローク基本　②平行陣

①ストローク基本　②平行陣  ●募集定員＝各6名

対象：①初中級以下②中級以上対象：①初中級以下②中級以上対象：①初中級以下②中級以上対象：①初中級以下②中級以上

ジョイントカップジョイントカップジョイントカップジョイントカップ 予定時間＝14：00～19：30

予定時間＝14：00～19：30予定時間＝14：00～19：30

予定時間＝14：00～19：30

29日日日日

（水）（水）（水）（水）

6/1受付開始
受付開始受付開始

受付開始 !!

（日）（日）（日）（日）

15日日日日

（日）（日）（日）（日）

19日日日日

（日）（日）（日）（日）

5日日日日



　2016年

 ●募集定員＝１2名

 ●参加料＝1,080円

  又は､パーソナルチケット1枚。

申込締切：前日

申込締切：前日申込締切：前日

申込締切：前日 / 定員になり次第

 ●参加料＝2,160円

  又は､パーソナルチケット1枚。

申込締切：

申込締切：申込締切：

申込締切： 定員になり次第

 定員になり次第 定員になり次第

 定員になり次第

 ①ネットプレー＝13:00～14：00

 ①ネットプレー＝13:00～14：00 ①ネットプレー＝13:00～14：00

 ①ネットプレー＝13:00～14：00

 ②ストローク基本ー＝14：00～15：00

 ②ストローク基本ー＝14：00～15：00 ②ストローク基本ー＝14：00～15：00

 ②ストローク基本ー＝14：00～15：00

 ●参加料＝2,160円/1レッスン

  　又は､パーソナルチケット1枚。

申込締切：

申込締切：申込締切：

申込締切： 定員になり次第

 定員になり次第 定員になり次第

 定員になり次第

 ●募集定員＝8名

 ●参加料＝1,080円

  又は､パーソナルチケット1枚。

申込締切：前日

申込締切：前日申込締切：前日

申込締切：前日 / 定員になり次第

 / 定員になり次第 / 定員になり次第

 / 定員になり次第

 ●募集定員＝8名

 ●参加料＝1,080円

  又は､パーソナルチケット1枚。

申込締切：前日

申込締切：前日申込締切：前日

申込締切：前日 / 定員になり次第

 / 定員になり次第 / 定員になり次第

 / 定員になり次第

 ●参加料＝2,160円

  又は､パーソナルチケット1枚。

対象：初級～上級対象：初級～上級対象：初級～上級対象：初級～上級

◆試合になれるためのゲーム練

習会です。各レベルごとに普段

の練習の成果を試合で試して

みましょう！

 ●募集定員＝各6名

 予定時間＝10:00～12:00

 予定時間＝10:00～12:00 予定時間＝10:00～12:00

 予定時間＝10:00～12:00

 ●募集定員＝２０名

 ●参加料＝2,100円

  又は､パーソナルチケット1枚。

◆試合になれるためのゲーム練

習会です。各レベルごとに普段

の練習の成果を試合で試して

みましょう！

～ 試合感覚を身につけよう ～

～ 試合感覚を身につけよう ～～ 試合感覚を身につけよう ～

～ 試合感覚を身につけよう ～

対象：キッズ2対象：キッズ2対象：キッズ2対象：キッズ2

◆ゲーム感覚を養うために、タイ

ムマッチ方式で試合を次々回し

ていきます。ゲーム満喫の120

分

ナイターゲーム練習会ナイターゲーム練習会ナイターゲーム練習会ナイターゲーム練習会  予定時間＝19:00～21:00

 予定時間＝19:00～21:00 予定時間＝19:00～21:00

 予定時間＝19:00～21:00

◆ゲーム感覚を養うために、タイ

ムマッチ方式で試合を次々回し

ていきます。ゲーム満喫の120

分

～ 多くの仲間とゲーム三昧 ～

～ 多くの仲間とゲーム三昧 ～～ 多くの仲間とゲーム三昧 ～

～ 多くの仲間とゲーム三昧 ～  ●募集定員＝20名

ITC KOBE Tennis & Fitness

ジュニアゲーム練習会ジュニアゲーム練習会ジュニアゲーム練習会ジュニアゲーム練習会 予定時間＝17:00～19:00

予定時間＝17:00～19:00予定時間＝17:00～19:00

予定時間＝17:00～19:00

キッズゲーム練習会キッズゲーム練習会キッズゲーム練習会キッズゲーム練習会 予定時間＝16:00～18:00

予定時間＝16:00～18:00予定時間＝16:00～18:00

予定時間＝16:00～18:00

～ 試合になれよう～

～ 試合になれよう～～ 試合になれよう～

～ 試合になれよう～

～ 試合感覚を身につけよう ～

～ 試合感覚を身につけよう ～～ 試合感覚を身につけよう ～

～ 試合感覚を身につけよう ～

対象：キッズ1対象：キッズ1対象：キッズ1対象：キッズ1

◆試合になれるためのゲーム練

習会です。各レベルごとに普段

の練習の成果を試合で試して

みましょう！

対象：ジュニア60・ジュニア1・対象：ジュニア60・ジュニア1・対象：ジュニア60・ジュニア1・対象：ジュニア60・ジュニア1・
マスターマスターマスターマスター

対象：①中級以上②初中級以下対象：①中級以上②初中級以下対象：①中級以上②初中級以下対象：①中級以上②初中級以下

～ 女子のみです！ ～

～ 女子のみです！ ～～ 女子のみです！ ～

～ 女子のみです！ ～

対象：初級～上級の女性対象：初級～上級の女性対象：初級～上級の女性対象：初級～上級の女性

①ネットプレー　②ストローク基本

①ネットプレー　②ストローク基本①ネットプレー　②ストローク基本

①ネットプレー　②ストローク基本

～ 多くの仲間とゲーム三昧 ～

～ 多くの仲間とゲーム三昧 ～～ 多くの仲間とゲーム三昧 ～

～ 多くの仲間とゲーム三昧 ～  ●募集定員＝12名

対象：初級～初中級対象：初級～初中級対象：初級～初中級対象：初級～初中級 申込締切：

申込締切：申込締切：

申込締切：前日/定員になり次第

前日/定員になり次第前日/定員になり次第

前日/定員になり次第

ワンポイントレッスンメドレーワンポイントレッスンメドレーワンポイントレッスンメドレーワンポイントレッスンメドレー
◆ネットプレー・ストローク基本

をそれぞをれみっちり練習しま

す。ライバルに差をつけるチャン

ス！

レディースゲーム練習会レディースゲーム練習会レディースゲーム練習会レディースゲーム練習会

ナイターゲーム練習会ナイターゲーム練習会ナイターゲーム練習会ナイターゲーム練習会  予定時間＝19:00～21:00

 予定時間＝19:00～21:00 予定時間＝19:00～21:00

 予定時間＝19:00～21:00

◆ゲーム感覚を養うために、タイ

ムマッチ方式で試合を次々回し

ていきます。ゲーム満喫の120

分

★  Joyful day & Thank you sunday

ジュニアゲーム練習会ジュニアゲーム練習会ジュニアゲーム練習会ジュニアゲーム練習会 予定時間＝16:00～18:00

予定時間＝16:00～18:00予定時間＝16:00～18:00

予定時間＝16:00～18:00

申込締切：前日

申込締切：前日申込締切：前日

申込締切：前日 / 定員になり次第

 / 定員になり次第 / 定員になり次第

 / 定員になり次第

30日日日日

（木）（木）（木）（木）

パーソナルチケットの使用アイテムについてパーソナルチケットの使用アイテムについてパーソナルチケットの使用アイテムについてパーソナルチケットの使用アイテムについて

パーソナルチケットはご利用いただいていますでしょうか？パーソナルチケットはご利用いただいていますでしょうか？パーソナルチケットはご利用いただいていますでしょうか？パーソナルチケットはご利用いただいていますでしょうか？ このチケットは、このチケットは、このチケットは、このチケットは、

『スクール受講』『ジョイフルディ』の他、下記の用途にも、お使いいただけます。『スクール受講』『ジョイフルディ』の他、下記の用途にも、お使いいただけます。『スクール受講』『ジョイフルディ』の他、下記の用途にも、お使いいただけます。『スクール受講』『ジョイフルディ』の他、下記の用途にも、お使いいただけます。

目的別

目的別目的別

目的別

レッスン

レッスンレッスン

レッスン

レンタル

レンタルレンタル

レンタル

商品購入

商品購入商品購入

商品購入

知り合い

知り合い知り合い

知り合い

にプレゼ

にプレゼにプレゼ

にプレゼ

ピュアバ

ピュアバピュアバ

ピュアバ

ランス

ランスランス

ランス

プライベー

プライベープライベー

プライベー

トレッスン

トレッスントレッスン

トレッスン

29日日日日

（水）（水）（水）（水）


