
欠席・振替について Part 1 

WEBからの欠席登録・振替予約は下記URL、もしくはQRコードより 
アクセスしてください。 
https://sslemp.s-re.jp/em/pg/frlogin.php 

初期登録が完了してない方は、先に初期登録を 
お願いいたします。 

① 欠席される日のレッスン開始時間までにご連絡をお願いいたします。 

 欠席連絡をしたレッスンに対してのみ、振替レッスンの受講が可能です。 

 レッスン開始時刻を過ぎた場合、システムの運営上、「出席」扱いとなります。 

 「出席」扱いになると振替レッスン予約ができないので、ご注意ください。 

① 欠席される日のレッスン開始時間までにご連絡をお願いいたします。 

 欠席連絡をしたレッスンに対してのみ、振替レッスンの受講が可能です。 

 レッスン開始時刻を過ぎた場合、システムの運営上、「出席」扱いとなります。 

 「出席」扱いになると振替レッスン予約ができないので、ご注意ください。 

② レッスン参加予定日午後クラスは当日13:00までに、午前クラス・土曜13:30クラ
スは前日までにスクールバスの振替予約をお願いいたします。（バス登録があり、振
替時もバス利用を希望されるお子様のみ） 

バスの振替予約はWEB振替未対応ですので、恐れ入りますがお電話またはフロントにてご予約
をお願いいたします。先着順になりますので、バスが定員に達した際はご予約をお取り出来ない
場合もございます、予めご了承ください。 

② レッスン参加予定日午後クラスは当日13:00までに、午前クラス・土曜13:30クラ
スは前日までにスクールバスの振替予約をお願いいたします。（バス登録があり、振
替時もバス利用を希望されるお子様のみ） 

バスの振替予約はWEB振替未対応ですので、恐れ入りますがお電話またはフロントにてご予約
をお願いいたします。先着順になりますので、バスが定員に達した際はご予約をお取り出来ない
場合もございます、予めご了承ください。 

③ 予約期限までに振替予約をお願いいたします。  
 お電話やフロントでのご予約と、WEB振替でのご予約は予約期限が違いますのでお気を付け
ください。 

お電話・フロントでの振替予約   ⇒ 前日フロント営業時間まで （休館日を除きます）  
WEB振替での予約      ⇒ 月～金 全クラス  当日13：00まで 

       土 9：00/10：00/11：30/13：30 当日 8：00まで 

       土 15：15/16：15/17：15 当日13：00まで 

       日 9：30/11：00  当日 7：30まで 

 WEB振替ですと当日予約が可能ですので、ぜひWEB振替をご利用ください。 

 一度振替予約したレッスンは、振替予約したレッスン開始時間までにキャンセル登録を行うと
予約変更が可能です。 

③ 予約期限までに振替予約をお願いいたします。  
 お電話やフロントでのご予約と、WEB振替でのご予約は予約期限が違いますのでお気を付け
ください。 

お電話・フロントでの振替予約   ⇒ 前日フロント営業時間まで （休館日を除きます）  
WEB振替での予約      ⇒ 月～金 全クラス  当日13：00まで 

       土 9：00/10：00/11：30/13：30 当日 8：00まで 

       土 15：15/16：15/17：15 当日13：00まで 

       日 9：30/11：00  当日 7：30まで 

 WEB振替ですと当日予約が可能ですので、ぜひWEB振替をご利用ください。 

 一度振替予約したレッスンは、振替予約したレッスン開始時間までにキャンセル登録を行うと
予約変更が可能です。 

1－振替回数／料金 について 

週1回コースの場合は1ヶ月あたり最大4回、週2回コースの場合は最大8回まで可能で
す。（無料） 

一度振替予約をされますと、その振替予約したレッスンをキャンセルまたは受講される
までは、2つ目の振替予約を取ることはできません。振替予約のキャンセルまたは受講
された後、次の振替予約をお取りください。 

※レッスンカリキュラムを考慮し、同一週内に振替されることをお勧めします。 

1－振替回数／料金 について 

週1回コースの場合は1ヶ月あたり最大4回、週2回コースの場合は最大8回まで可能で
す。（無料） 

一度振替予約をされますと、その振替予約したレッスンをキャンセルまたは受講される
までは、2つ目の振替予約を取ることはできません。振替予約のキャンセルまたは受講
された後、次の振替予約をお取りください。 

※レッスンカリキュラムを考慮し、同一週内に振替されることをお勧めします。 
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欠席・振替について Part 2 

3－振替有効期限について 

欠席レッスン実施月期の「翌月期」まで有効（テスト週は除く）となります。 

（同月期内でしたら前倒しも可能です） 
 

 偶数月が1週目～4週目に、奇数月が5週目～8週目になります。 

 ○ ： 4月期分の振替は、4月期1～4週目、5月期5～7週目に振替可能です。 
 × ： 4月期分の振替は、5月期8週目(テスト週)へ振替はできません。 

 ○ ： 5月期5～7週目分の振替は、5月期5～7週目、6月期1～4週目に振替可能です。 
 ○ ： 5月期8週目分の振替は、5月期5週目～8週目、6月期1～4週目に振替可能です。 

(進級テスト日（8週目）の欠席分をテスト週（8週目）以外で振替される場合、進級テスト
は行えませんので予めご了承ください。) 

 ※「実施期」は暦と異なりますので、スクールカレンダーや「ルネっ子新聞」をご確認く
ださい。 

 ※荒天／当スクールの都合でレッスンが臨時休講になった場合も、休講レッスン日の
翌月期末（テスト週を除く）まで有効となります。(WEBからの振替可能です） 

3－振替有効期限について 

欠席レッスン実施月期の「翌月期」まで有効（テスト週は除く）となります。 

（同月期内でしたら前倒しも可能です） 
 

 偶数月が1週目～4週目に、奇数月が5週目～8週目になります。 

 ○ ： 4月期分の振替は、4月期1～4週目、5月期5～7週目に振替可能です。 
 × ： 4月期分の振替は、5月期8週目(テスト週)へ振替はできません。 

 ○ ： 5月期5～7週目分の振替は、5月期5～7週目、6月期1～4週目に振替可能です。 
 ○ ： 5月期8週目分の振替は、5月期5週目～8週目、6月期1～4週目に振替可能です。 

(進級テスト日（8週目）の欠席分をテスト週（8週目）以外で振替される場合、進級テスト
は行えませんので予めご了承ください。) 

 ※「実施期」は暦と異なりますので、スクールカレンダーや「ルネっ子新聞」をご確認く
ださい。 

 ※荒天／当スクールの都合でレッスンが臨時休講になった場合も、休講レッスン日の
翌月期末（テスト週を除く）まで有効となります。(WEBからの振替可能です） 

④ 次月期の欠席振替サービス開始時期について 

登録は前月期の最終週より受付可能です。 

④ 次月期の欠席振替サービス開始時期について 

登録は前月期の最終週より受付可能です。 

⑤ 定員設定について 

振替枠定員はクラス毎に設定しております。定員となった場合は振替予約の登録
ができませんので予めご了承ください。 

 ＊WEB振替サービスの利用により随時定員の確認が可能です。 

 ＊定員となった場合でも登録されたお子様のキャンセル登録があった場合、定員枠に空きが
発生いたします。 

⑤ 定員設定について 

振替枠定員はクラス毎に設定しております。定員となった場合は振替予約の登録
ができませんので予めご了承ください。 

 ＊WEB振替サービスの利用により随時定員の確認が可能です。 

 ＊定員となった場合でも登録されたお子様のキャンセル登録があった場合、定員枠に空きが
発生いたします。 

4－テスト週への振替について 

 1～7週目の練習週の欠席分を8週目のテスト週への振替は出来ません。 
進級テスト日(8週目)の欠席分を同じテスト週(8週目)に振替は可能です。  

※進級テスト日（8週目）の欠席分をテスト週（8週目）以外で振替される場合、進級テスト
は行えませんので予めご了承ください。 

4－テスト週への振替について 

 1～7週目の練習週の欠席分を8週目のテスト週への振替は出来ません。 
進級テスト日(8週目)の欠席分を同じテスト週(8週目)に振替は可能です。  

※進級テスト日（8週目）の欠席分をテスト週（8週目）以外で振替される場合、進級テスト
は行えませんので予めご了承ください。 
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2－振替可能コース・レベル  

各コース・級によりますので、別表①-1と①-2をご参照ください。 

2－振替可能コース・レベル  

各コース・級によりますので、別表①-1と①-2をご参照ください。 
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2019/9/1より

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

9:00～9:45

幼児

2才6ヶ月～6才

10B～5級

12:00～13:00

小学生・中学生

６才～１５才

1Ｂ～S2級

9:00

振替可能クラス一覧

本科スクール時間割

10:00

10:00～11:00

幼児・小学生

３才～１２才

１０Ｂ～２級

10:10～11:00

親子ベビー

６ヶ月～3才未満

10:10～11:00

親子ベビー

６ヶ月～3才未満

11:00

9:30～10:30

幼児・小学生

３才～１２才

１０Ｂ～２級

11:00～12:00

幼児・小学生

３才～１２才

１０Ｂ～２級
11:30～12:30

幼児・小学生

３才～１２才

１０Ｂ～２級

12:00

13:00
13:00～13:50

親子ベビー

６ヶ月～3才未満

13:30～14:30

幼児・小学生

３才～１２才

１０Ｂ～２級

14:00

15:00
１５：００～１５：４５

幼児　２才６ヶ月～６才(未就学)
15:15～16:15

幼児・小学生

３才～１２才

１０Ｂ～２級

１０Ｂ～５級

16:00
１６：００～１７：００

幼児・小学生
16:15～17:15

小学生

６才～１２才

7Ｂ～１級

３才～１２才

17:00
１０Ｂ～２級

１７：００～１８：００

小学生
17:15～18:15

小学生・中学生

６才～１５才

1Ｂ～Ｒ級

６才～１２才

18:00
１０B～１級

１８：００～１９：００

小学生・中学生

６才～１５才

19:00
５Ｂ～Ｒ級

・同じ色のクラスのみ対象

・幼児：同じ色のクラスのみ対象

・小学生：同じ色とｵﾚﾝｼﾞ色のクラスが対象

・2級まで：同じ色と黄色のクラスが対象

・1B級以上：同じ色と水色のクラスが対象

・１級まで：同じ色とｵﾚﾝｼﾞ色のクラスが対象

・S 級以上：同じ色のクラスのみ対象



その他のジュニアスクールのご案内 

ルネサンス京都山科では、ジュニアスイミングスクールの他に、HipHopダ
ンス、バレエ、新極真会空手、チアダンスのジュニアスクールを開講して
おります。2つ以上のスクールをご契約される場合、2つ目以降の月会費
は2,000円＋税 割引になります。体験会も随時行っておりますので、お気
軽にフロントまでお問合せください。  

ルネサンス京都山科では、ジュニアスイミングスクールの他に、HipHopダ
ンス、バレエ、新極真会空手、チアダンスのジュニアスクールを開講して
おります。2つ以上のスクールをご契約される場合、2つ目以降の月会費
は2,000円＋税 割引になります。体験会も随時行っておりますので、お気
軽にフロントまでお問合せください。  
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料金表 

会員種別 入会金 事務手数料 ぐっピー 月会費 対象 内容 

ジュニアスイミング 

幼児 

3,000円 

＋税 

5,000円 

＋税 

550円 

/月 

＋税 

4,050円 

＋税 

2才6ヶ月～ 

6才(未就学) 

年間スクール週１回受講 1回45分 

（月４回登録制・振替あり） 

週１回 
6,800円 

＋税 3才～ 

中学生 

年間スクール週１回受講 1回60分 

（月４回登録制・振替あり） 

週２回 
8,800円 

＋税 

年間スクール週２回受講 1回60分 

（月８回登録制・振替あり） 

親子ベビースイミング 

フリー 
3,000円 

＋税 

5,000円 

＋税 

550円 

/月 

＋税 

4,500円 

＋税 6ヶ月～ 

3才未満 

月・木曜日 10：10～11：00 

 日曜日   13：00～13：50 

月４ 
3,300円 

＋税 

上記開講日から 

月４回までいつでも受講可 

チアダンス 

週１回 

 

3,000円 

＋税 

 

5,000円 

＋税 

550円 

/月 

＋税 

 

6,700円 

＋税 

①4才～小１ 

②小1～小3 

③小3～小6 

木曜日①15：50～16：50 

    ②17：00～18：00 

    ③18：10～19：10  

キッズダンス 

週１回 

 

3,000円 

＋税 

 

5,000円 

＋税 

550円 

/月 

＋税 

 

6,500円 

＋税 

①4才～12才 

②9才～15才 

月・金曜日①16：45～17：45 

       ②17：50～18：50 

新極真会空手 

週１回 

 

3,000円 

＋税 

 

5,000円 

＋税 

550円 

/月 

＋税 

 

5,700円 

＋税 

①5才～小2 

②小3～中3 

水曜日①16：40～17：40 

     ②17：50～18：50  

別途、年会費3,000円（税込）が必要 

ジュニアバレエ 

週１回 
3,000円 

＋税 

5,000円 

＋税 

550円 

/月 

＋税 

6,200円 

＋税 

①3才～小1 

②小2～小6 

火曜日①15：45～16：45 

     ②16：45～17：45 

土曜日①16:15～17:15 

     ②17:15～18:15 

＊ 振替制度は、ジュニアスイミングスクールのみとなります。 

＊ 複数受講の場合、２つめ以降の月会費は2,000円＋税 割引になります。 
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