
 テニスヒル仁川のお奨め

 クラス♪ 第３回は､運動量

 豊富なクラスをご紹介！

　元気と笑顔があふれる

　ジュニアクラブ♪ 第３回は

　一押し女の子をご紹介！

『キッズ』 → 『ジュニア』 → 『ジュニアマスター』
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殻を打ち破れる少年少女を育てたい。
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殻を打ち破れる少年少女を育てたい。
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　★テニスが育む体の成長★

　❤テニスで育む心の成長❤
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Hello!

大人気！ BabyStep × ITCのコラボ企画

7月18日（月･祝）参加費無料で募集中！

月曜ナイターの中級クラスをご紹介♪

テニスは格闘技?! と言わんばかりに

全身全霊を込めて打ち込んでいる、ま

るで高校のクラブ活動のような皆さん

です（笑）。いっぱい動き、ガンガン

打ちたい！と言う方にお勧めです♪

6･7･8 月限定！

土曜日17 ～18時に

トワイライトジュニアクラスを

募集中！料金・システムは

通常のジュニアクラスと同様です。

テニスは元々、王族･貴族の賭け事としてはじまり、中世の欧州では

テニスクラブは上流階級の「社交と競技」の場として親しまれていました。

この「社交と競技」を兼ね備えた"テニス"の魅力はやがて世界に広がり、

今なお老若男女を問わず、愛され続けているのです。

いつも笑顔で元気な、原田愛子ちゃん をご紹介♪

愛子ちゃんは､バレエが得意でコンクール優勝経験もあり！

持ち前の集中力でテニスもメキメキ上達中↗

最近では会員さんにも顔を覚えてもらって

クラブの人気者！ 益々の成長が楽しみです(^o^)／

小学生初心者を対象とした４日間の短期集中教室です。

小学生初心者を対象とした４日間の短期集中教室です。小学生初心者を対象とした４日間の短期集中教室です。

小学生初心者を対象とした４日間の短期集中教室です。

■コース ： ①7/25～28 ②8/1～4 ③8/8～11

■時間帯： 16:00～17:00  ※全コース共

■定 員 ： 各コース先着7名

■料 金 ： 各コース3,240円（税込）

開催時間＝14:00～15:00（雨天中止）



●ITCテニスヒル仁川　

●ITCテニスヒル仁川　●ITCテニスヒル仁川　

●ITCテニスヒル仁川　新規 『終身会員』 募集！

新規 『終身会員』 募集！新規 『終身会員』 募集！

新規 『終身会員』 募集！

クラブの休日・祝日を除く平日に利用できます。

クラブの休日を除き、常時利用できます。

1家族2名で、コート利用は正会員と同様です。

 ※プレー時間は9～18時で､1回230円の利用料が必要です。

★ウィンブルドン優勝者当てクイズ

★七夕願い事コンテスト

★ ジュニアキャンプ

★ ジュニアカップ

★ITCカップ

★ 全米オープン優勝者当てクイズ

 shoot a close-up of an actor's face　-③-

★★★ テニスヒル仁川のテニスクールはお得！

お得！お得！

お得！

 ●はじめて（初心者）※

 ●初級・中級・上級

 ●レディースクラス

 ◎キッズ（小学生）

 ◎ジュニア（小学生）

 ◎ジュニアマスター（小中学生）

※レッスン時間は、種別・曜日・時間帯により異なるので、詳しくはフロントまで。

会員種別 会員コートの利用 入会金 月会費

 平日会員

48,600円 9,700円

7,500円

9月September

C lose-up

スタッフの素顔！

スタッフの素顔！スタッフの素顔！

スタッフの素顔！

 家族会員

7月July

JulyJuly

July

8月August

AugustAugust

August

★応募はテニスヒル仁川フロントまで！

・・・
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ITCテニススクールネットワーク

テニススクールネットワークテニススクールネットワーク

テニススクールネットワーク

★テニスヒル仁川のスクールは月5
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5回★

（週1

11

1回の定期受講＋プラス1

11

1回）

※はじめてクラスは4

44

4回です。

月

月月

月4週の定例スクールに

週の定例スクールに週の定例スクールに

週の定例スクールに､プラス

プラスプラス

プラス1回の魅力♪

回の魅力♪回の魅力♪

回の魅力♪ を加えました！

先ずは

先ずは先ずは

先ずは”
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”体験レッスン

体験レッスン体験レッスン

体験レッスン ”

””

”♪
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♪　電話1本で予約

　電話1本で予約　電話1本で予約

　電話1本で予約OK !!

テニススクール受講料

テニススクール受講料テニススクール受講料

テニススクール受講料 平日昼間 土日昼間 夜18:10- 夜19:40-

11,400円 ・・・

11,600円 12,300円 12,100円

Memorial Event's 

Memorial Event's Memorial Event's 

Memorial Event's 

楽しかった イベント♪イベント♪イベント♪イベント♪  を
ちょっぴりご紹介。沢山のご参加ありがとうございました！

お花見＆親睦会

お花見＆親睦会お花見＆親睦会

お花見＆親睦会

4月1日

Baby Step テニス教室

Baby Step テニス教室Baby Step テニス教室

Baby Step テニス教室

5月4日

・・・

からだ整骨院

親睦団体戦

親睦団体戦親睦団体戦

親睦団体戦

5月29日

13,900円

7,500円

6,500円

118,800円 22,200円

 正 会 員

75,600円 13,800円

12,800円

プレゼント

プレゼントプレゼント

プレゼント

クイズ

クイズクイズ

クイズ

●ITC神戸Tennis & Fitness

●ITCユニバー神戸テニス倶楽部

●西神南テニスガーデン

●西神テニスガーデン

●名谷テニスガーデン

●スカイコート･リラ

●大原山公園テニススクール

●掖谷公園テニススクール

●明石海浜公園テニススクール

●城北グリーンテニスクラブ

●ITC

ITCITC

ITCテニスヒル仁川

テニスヒル仁川テニスヒル仁川

テニスヒル仁川

●靱テニスセンター

靱庭球場

●ITC与野インドアテニスクラブ

●箕面テニスクラブ

●ITC京都西インドアテニスクラブ

●ITC木津川台テニスクラブ

●テニスガーデン広陵

●えばらインドアテニス

●神戸西テニススクール

❤❤❤ """"クラブライフクラブライフクラブライフクラブライフ""""はははは

Happy Life !
当クラブでは『クラブ会員

クラブ会員クラブ会員

クラブ会員』を募集中

募集中募集中

募集中です。

会員皆さまのご家族、ご友人、お知り合いの方をご紹介下さい！

ご紹介下さい！ご紹介下さい！

ご紹介下さい！

今がお得!! ★入会金が

★入会金が★入会金が

★入会金が 5
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★ITC

ITCITC

ITCギフト

ギフトギフト

ギフト 5,000

5,0005,000

5,000円分進呈

円分進呈円分進呈

円分進呈 !!

!!!!

!!

ぶらっと夙川でお花見しながら散策＆

楽しい親睦会と銘打ちながら…お花見

あり、太極拳ありとわいわガヤガヤ♪

もちろん最後は楽しい飲み会！ みん

な仲良し♪ 20人で楽しみました～♪

また来年も桜の季節をお楽しみに！

6月より支配人として着任した、前沢高男（まえさわたかお）

コーチをご紹介！

レッスンでは各レベルに合わせ、指導法を巧みに変え、

笑い溢れるクラスがいっぱい♪ 一日一笑間違いなし！

仕事以外では麦とホップが命で ♡ 乾杯はピッチャーです。

☆お家では４人の子供たちと休日はパパ業に大忙し！

正解者より抽選で

正解者より抽選で正解者より抽選で

正解者より抽選で5
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5名様に

名様に名様に

名様に

初診料５００円サービス♪

初診料５００円サービス♪初診料５００円サービス♪

初診料５００円サービス♪

（応募締切りは 8月1日）

TH仁川の会員さん・スクール生さん

で大盛り上がり！ 団体戦特有の緊張

感で応援にも気合が入ります！

巧プレーあり、珍プレー

あり。皆さんとっても

エキサイティングな熱戦

を繰り広げられ、大いに

盛り上がりました♪

また、次回に向けて練習

しててくださいね！

大人気テニス漫画とのコラボ企画！

子供の部、大人の部を行い、ジャ

ンプショットや股抜きショットに

チャレンジしました！大盛況！！

Ｑ

ＱＱ

Ｑ お店のサービスとしてないのはどれでしょう？

お店のサービスとしてないのはどれでしょう？お店のサービスとしてないのはどれでしょう？

お店のサービスとしてないのはどれでしょう？

Ａ

ＡＡ

Ａ ①キッズルーム

①キッズルーム①キッズルーム

①キッズルーム ②

②②

②24

2424

24時間営業

時間営業時間営業

時間営業 ③駐車場

③駐車場③駐車場

③駐車場

場所 ： 西宮市下大市東町38－4

電話 ： ０７９８－２７－７０５３

０７９８－２７－７０５３０７９８－２７－７０５３

０７９８－２７－７０５３

営業 ： 9時～13時・16時～20時

定休 ： 日曜日 ※駐車場完備

今回は中津浜線にある「からだ整骨院」

を紹介します。皆さん､骨盤矯正って痛そう！

って思ってませんか？ 身体に負担のかから

ないソフトな施術で､ポキポキ鳴らす施術は

行わないのでご安心を！

テニスや普段の生活で､体を酷使されている

あなた！ 是非施術を受けてみませんか♪

キッズルームもあるのでママも通えます！

６月よりご入会されました、津本様ご夫妻を紹介！

運動量豊富でキレのある博宣様と、ミスのない

堅実なプレーが魅力的な隆子様のダブルスは、息が

ピッタリ！ プレーが輝いてます♪ そんなお二人

を当クラブに紹介してくれたのが､昨年十数年ぶり

にクラブに復会された海野様ご夫妻です。(^o^)

皆さん、楽しいテニスライフを満喫されています♪


