
平成30年12月より 108% 税率 H30.10.24
＜入学金＞　 松原テニスクラブ印西

一般
紹介割引
(友人)

紹介割引
(家族)

再入学

税別 \6,000 \3,000 \0 \2,000
税込 \6,480 \3,240 \0 \2,160

＜受講料(一般コース)＞

週１回で月４回の受講 税別 税込 税別 税込

平日 \10,800 \11,664 \7,200 \7,776

土日、ナイター \12,500 \13,500 \8,200 \8,856

実践 \11,800 \12,744 \7,200 \7,776

トーナメント \12,500 \13,500 \-4,000 \-4,320

レディス \12,500 \13,500 ｸﾗﾌﾞ会員割引

男塾 \13,000 \14,040 学生割引

税別 税込 税別 税込 税別 税込

平日 \2,290 \2,470 \2,700 \2,910 \4,050 \4,370

土日ナイター \2,650 \2,860 \3,120 \3,360 \4,680 \5,050

入門 \1,530 \1,650 \0 \0

実践 \2,500 \2,700 \2,950 \3,180 \0 \0

トーナメント \2,650 \2,860 \3,120 \3,360 0 \0

レディス \2,650 \2,860 \3,120 \3,360 0 \0

男塾 \2,760 \2,980 \0 \0 4,875

＊１　トーナメント，実践Ⅾ・Ｓ，レディスクラスの受講は担当コーチの許可が必要です。

＊２　入門・男塾は該当クラスに所属されている方以外は受講できません。

＜プライベートレッスン＞

税別 税込 税別 税込 税別 税込

１人 \3,000 \3,240 \2,500 \2,700 \4,000 \4,320

２人 \4,000 \4,320 \5,000 \5,400

３人以上 \5,000 \5,400 \6,000 \6,480

＊プライベートレッスン追加料金　→　以下の場合上記料金に加算してください

税別 税込

\1,000 \1,080

\500 \540

＜受講料(ジュニアコース)＞

税別 \11,000 \18,700 \26,400 \34,100 \41,800
税込 \11,880 \20,196 \28,512 \36,828 \45,144

税別 \16,500 \21,450 \26,400 \31,350
税込 \17,820 \23,166 \28,512 \33,858

税別 \14,000 \23,800 \33,600 \43,400 \53,200
税込 \15,120 \25,704 \36,288 \46,872 \57,456

税別 \21,000 \27,300 \33,600 \39,900
税込 \22,680 \29,484 \36,288 \43,092

＜受講料(リトル、キッズコース)＞

税別 \10,000 \17,000 \24,000 \31,000 \38,000
税込 \10,800 \18,360 \25,920 \33,480 \41,040

税別 \15,000 \19,500 \24,000 \28,500
税込 \16,200 \21,060 \25,920 \30,780

税別 \6,500

税込 \7,020

税別価格 税込価格 税別価格 税込価格 税込価格

0 0 \1,869 \2,010 \2,360

\1,875 \2,020 \2,875 \3,100 \3,640

\2,063 \2,220 \3,163 \3,410 \4,000

\2,625 \2,830 \4,025 \4,340 \5,100

＊１　選手・コーチの紹介、担当コーチの許可が必要です。 ＊２　休・退学後１年以内の方のみ受講可能です

キッズ

リトル

ジュニア

ジュニアチーム

＊２ ＊１

税別価格

\3,713
\4,725

\3,375
\2,194

スクール生 休学・元スクール生

担当コーチ割増
上表プライベートレッスン料金に加算されます。
料金は３０分単位の加算料金です。

外部団体所属選手

リトル
（90分）
12歳以下

週1回 週2回 週5回

振替あり

振替なし

振替なし

入門

一般

ＦＴ２回
併学割引額は２クラス
目から\4,000（税別）
引きです。（すべての
ＦＴ２回は除く）受講
料は銀行振替です。現
金でお支払いの場合は
\500（税別）の手数料
をいただきます。家族
割引\475(税別)ありま
す。引落限定で二人目
からです。

休学・休会者

週2回 週5回週3回

スクール料金表

スクール生・会員

一般コースレッスンビジター

平日ＦＴ２回

クラブ月会費の２０％相当額を割引（受講クラス数にかかわらず）受講
月に休・退会していないことが条件です。

大学生・専門学校生・高校２年以上が一般クラスを受講される場合適用
します。月会費が３０％引き

有効期限：１年間又は継続中有効、有効期限後は再入学扱
いとなります。再入学は、休学後１年以内は復学扱い。１
年以降は再入学扱い、キャンペーン時は新規扱い。

ジュニアスクール生

併学割引

スクール生/姉妹校生徒＊２ クラブ会員　＊１

ヘッド，マネージャ

校長レッスン

週3回

週1回

Jrレッスンビジター

週4回

週4回

キッズ
（60分）小2以下

コース

コース

ジュニア
（110分）
18歳以下

ジュニアチーム
（140分）
18歳以下

＊１回３０分の料金
＊複数での受講時ス
クール生が１人でもい
ればスクール生料金で
す。
＊時間延長を希望する
場合は３０分単位での
追加になります、料金
は変りません。

振替あり

振替なし

振替あり

振替なし

＊予約1回分の料金です・予約には振替受講条件に準じます

受け放題です

受講できません


