
データはＡ４サイズで作成しています。 

※ページ設定は変更しないでください。 
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時間割 

3 

月 火 水 木 金 土 日

9:00～9:45
幼児

2才6ヶ月～6才
10B～5級 9:30～10:30

幼児・小学生
10:00～11:00 3～12才

10:10～11:00 10:10～11:00 幼児・小学生 10B～2級
親子ベビー 親子ベビー 3～12才

10B～2級
11:00～12:00
幼児・小学生

11:30～12:30 3～12才
幼児・小学生 10B～2級

3～12才 12:00～13:00
10B～2級 小・中学生

6～15才
1B～S2級

13:00～13:50
13:30～14:30 親子ベビー
幼児・小学生

3～12才
10B～2級

15:15～16:15
幼児・小学生

3～12才
10B～2級

16:15～17:15
小学生
6～12才
7B～1級

17:15～18:15
小・中学生
6～15才
1B～R級

20:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

10B～1級

小・中学生
6～15才
5B～R級

15:00～15:45
幼児  2才6ヶ月～6才(未就学)

10B～5級

16:00～17:00
幼児・小学生

3～12才

17:00～18:00
小学生
6～12才

18:00～19:00

10B～2級



ご準備をお願いします。 

・プールの水質管理の為、整髪料・お化粧は落とし、スイミングキャップの着用をお願
いします。 

・怪我などをまねく恐れがありますので、プールエリアではアクセサリーを外してくだ
さい。 

・貴重品は貴重品ボックスをご利用ください。 

・フロントにてチェックインをお願いします。 

・プールサイドまで出席ノートとタオルと新しいおむつをお持ちください。 

・使用後のおむつはお持ち帰りをお願いします。 

・カメラ・ビデオ撮影は、他のお客様への迷惑となりますのでご遠慮ください。 

・全館禁煙となります。 

・携帯電話のご利用はフロント又はギャラリーでのみお願いします。通話は他のお客
様への迷惑となりますので、フロントでのみお願いします。 

・ギャラリーで見学される方（中学生以上）には入館証の提示をお願いします。 

複数名で見学を希望される場合、入館証をお忘れの場合、フロントでお申し出くださ
い。一時入館証をお貸出しいたします。 

・妊娠中の保護者様は入水いただくことができません。 

・プールの水質管理の為、整髪料・お化粧は落とし、スイミングキャップの着用をお願
いします。 

・怪我などをまねく恐れがありますので、プールエリアではアクセサリーを外してくだ
さい。 

・貴重品は貴重品ボックスをご利用ください。 

・フロントにてチェックインをお願いします。 

・プールサイドまで出席ノートとタオルと新しいおむつをお持ちください。 

・使用後のおむつはお持ち帰りをお願いします。 

・カメラ・ビデオ撮影は、他のお客様への迷惑となりますのでご遠慮ください。 

・全館禁煙となります。 

・携帯電話のご利用はフロント又はギャラリーでのみお願いします。通話は他のお客
様への迷惑となりますので、フロントでのみお願いします。 

・ギャラリーで見学される方（中学生以上）には入館証の提示をお願いします。 

複数名で見学を希望される場合、入館証をお忘れの場合、フロントでお申し出くださ
い。一時入館証をお貸出しいたします。 

・妊娠中の保護者様は入水いただくことができません。 
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・持ち物 お子様の水着・キャップ・(水着の下に履くおむつ代わりの）水遊びパンツ

 アームヘルパー・汚れたおむつをお持ち帰り頂く為の袋・出席ノート（ス

 イミングノート）・専用ケース 

        一緒にレッスン参加される保護者様の水着・キャップ・タオル類 

※指定教材 キャップ・スイミングノート・専用ケース 

※お友達のものとの入れ違いを防ぐため、必ず持ち物にはお子様の名前をご記入く

ださい。 

・持ち物 お子様の水着・キャップ・(水着の下に履くおむつ代わりの）水遊びパンツ

 アームヘルパー・汚れたおむつをお持ち帰り頂く為の袋・出席ノート（ス

 イミングノート）・専用ケース 

        一緒にレッスン参加される保護者様の水着・キャップ・タオル類 

※指定教材 キャップ・スイミングノート・専用ケース 

※お友達のものとの入れ違いを防ぐため、必ず持ち物にはお子様の名前をご記入く

ださい。 

ご利用にあたって 



レッスン日について 

① チェックインします。 

フロントにて会員証のバーコードを通してチェックインをしてください。 

万が一、会員証を紛失された場合は再発行になります。（有料：500円＋税） 

① チェックインします。 

フロントにて会員証のバーコードを通してチェックインをしてください。 

万が一、会員証を紛失された場合は再発行になります。（有料：500円＋税） 

② 貴重品をお持ちの場合は、フロントにある貴重品ボックスをご利用く
ださい。  
② 貴重品をお持ちの場合は、フロントにある貴重品ボックスをご利用く
ださい。  

③ 着替えます。 

手前側が男性用ロッカー、奥側が女性用ロッカーになります。 

こちらのロッカーには貴重品を置かれないでください。 

③ 着替えます。 

手前側が男性用ロッカー、奥側が女性用ロッカーになります。 

こちらのロッカーには貴重品を置かれないでください。 

④ レッスンに参加します。 

出席ノート・タオル・新しいオムツ（お子様の下着）をプールサイドまでご
持参ください。 

トイレに行きたいときや気分が悪いときは、すぐコーチにお申し出ください。 

お子様がレッスンに参加されている間、見学者さまはギャラリーからレッスンをご
覧いただけます。カメラ･ビデオ撮影はご遠慮ください。ロッカー内で携帯電話のご
利用はご遠慮ください。 

親子ベビー生ご本人と一緒にレッスンに参加される保護者様以外でご入館いただ
く皆様（中学生以上）に入館証のご提示をお願いしております。ご入館時以外にも、
ギャラリー等でご観覧されている際に、スタッフが入館証のご提示をお願いする場
合がございます。複数名でのご観覧をご希望の場合・入館証をお忘れの場合は、
一時入館証を発行いたしますのでフロントにてお申し出ください。 

レッスン後にプールサイドでコーチから出席ノートを返してもらってください。 

④ レッスンに参加します。 

出席ノート・タオル・新しいオムツ（お子様の下着）をプールサイドまでご
持参ください。 

トイレに行きたいときや気分が悪いときは、すぐコーチにお申し出ください。 

お子様がレッスンに参加されている間、見学者さまはギャラリーからレッスンをご
覧いただけます。カメラ･ビデオ撮影はご遠慮ください。ロッカー内で携帯電話のご
利用はご遠慮ください。 

親子ベビー生ご本人と一緒にレッスンに参加される保護者様以外でご入館いただ
く皆様（中学生以上）に入館証のご提示をお願いしております。ご入館時以外にも、
ギャラリー等でご観覧されている際に、スタッフが入館証のご提示をお願いする場
合がございます。複数名でのご観覧をご希望の場合・入館証をお忘れの場合は、
一時入館証を発行いたしますのでフロントにてお申し出ください。 

レッスン後にプールサイドでコーチから出席ノートを返してもらってください。 

⑤ 着替えます。 

ロッカールームでお着替えいただきます。 

⑤ 着替えます。 

ロッカールームでお着替えいただきます。 
5 



休館日のご案内 

祝日営業のご案内 

営業時間 

休館日 

会費のお支払い 
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振替について 

月４会員は2回まで翌月に振替が可能です。 

但し、翌月4回レッスンを受講されてから前月の振替分で参加していただけます。 

振替で出席の場合、手続きは必要ありません、直接コーチにお伝えください。 

月４会員は2回まで翌月に振替が可能です。 

但し、翌月4回レッスンを受講されてから前月の振替分で参加していただけます。 

振替で出席の場合、手続きは必要ありません、直接コーチにお伝えください。 

コース名 対象年齢 時間 対象級 コース目的 

親子ベビー 6ヶ月 50分 なし ①楽しみながら水に慣れます 

～ ②心身の発育発達をはかる 

3歳未満 ③保護者様同士・お子様同士のコミュニケ―ション作りをはかる 

④保護者様とお子様とのスキンシップをはかる 

⑤水難事故予防方法を習得 

幼児コース 2歳半 45分 10B ①水慣れからクロールの基本動作の習得 

～ ～ ②自主性・協調性・社会性を養う 

6歳 5 ③基礎体力を身につける 

幼児コースへの移行について 

当スイミングスクールではお子様に適した環境で「水泳」を楽しみ、お子様の身体の発育・発達を最
大限に促進できるように各コースに対象年齢・泳力（級）を設定しております。お子様の成長の為に
も【幼児コース】への移行をお勧めしております。 

◆◆ 移行の条件 ◆◆ 

①オムツが取れている 

②トイレの意思表示ができる 

③自分の名前がわかり、返事ができる 

④年齢が達している（幼児コース 2歳6ヶ月～） 

⑤プールサイドに座って待つことができる 

当スイミングスクールではお子様に適した環境で「水泳」を楽しみ、お子様の身体の発育・発達を最
大限に促進できるように各コースに対象年齢・泳力（級）を設定しております。お子様の成長の為に
も【幼児コース】への移行をお勧めしております。 

◆◆ 移行の条件 ◆◆ 

①オムツが取れている 

②トイレの意思表示ができる 

③自分の名前がわかり、返事ができる 

④年齢が達している（幼児コース 2歳6ヶ月～） 

⑤プールサイドに座って待つことができる 

◆◆ お手続き方法 ◆◆ 

幼児コースへの変更はフロントにてお手続きください。 

幼児コースへの体験受講が無料でできます。担当コーチにご相談ください。 

幼児コースへ変更されるとスイミングスクール指定用品3点（水着・キャップ・バッグ）プレゼント！！ 

◆◆ お手続き方法 ◆◆ 

幼児コースへの変更はフロントにてお手続きください。 

幼児コースへの体験受講が無料でできます。担当コーチにご相談ください。 

幼児コースへ変更されるとスイミングスクール指定用品3点（水着・キャップ・バッグ）プレゼント！！ 



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 
15:00～  

クラスのみ 

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と親子ベビー月4会員のみとなります。 

＊ 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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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、キッズダ
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、キッズダ
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。  

8 



休館日のご案内 

祝日営業のご案内 

営業時間 

休館日 

会費のお支払い 
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※ 詳しい内容は、館内にも「ルネっ子新聞」でもご案内いたしますのでご確認ください。 

休館日には各種手続をお受けできませんので、予めご了承ください。 

営業時間 

休館日 

会費のお支払い 

●営業時間は下記の通りとなります。 

月～金    ：  9：30～22：00 

  土       ： 9：30～21：00 

日・祝日 ： 9：30～19：00 

※ お電話の受付・ショップの営業・ご入会以外の手続は営業時間1時間前までとなります。 

  ご見学・入会の受付は営業時間2時間前までとなります。 

●月に２日～３日 不定休ですのでカレンダーをご確認ください。 

●引落日    ：翌月２日 

●通帳表示 ：イオンクレジットサービス 

※ 引落し日が金融機関休業日の場合、翌営業日に引落しとなります。 

※ 収納代行の引落し日は当月2日となります。 

ご出席の有無に関わらず、会費は毎月自動引き落としになります。

予めご了承ください。 

オプションのみの解約手続き 

●契約終了月の最終営業日までにフロントでお手続きください。 

※変更により会費に差額が生じる場合、月会費の差額をご精算ください。 

お電話・郵送・FAX・Eメール及びインターネットでのお手続きはお受けでき

ません。 



退会手続き 

変更手続き 
引落し日について イオンルネサンスカードの方 
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休会手続き 

●休会開始月の前月10日までにフロントでお手続きください。 

但し、怪我・病気等の場合に限り、休会開始月の前月最終営業日まで承ります。 

休会費1,000円+税（１ヶ月あたり）をお引落し、またはフロントにて頂戴しております。 

お電話・郵送・FAX・Eメール及びインターネットでのお手続きはお受けできません。 

休会手続を完了されませんと、ご出席の有無に関わらず、会費は毎月自動引き落と

しになります。 

★ 妊娠特別休会 ★ 

妊娠された場合、最長2年間無料で休会することができます。 

特別休会の有効期限内に利用を再開された場合、入会金・事務手数料は不要です。 

妊娠がわかった時点でフロントでお手続きください。 

変更手続き（ｵﾌﾟｼｮﾝの変更も含む） 

●変更希望月の前月最終営業日までにフロントでお手続きください。 

※変更により会費に差額が生じる場合、月会費の差額をご精算ください。 

お電話・郵送・FAX・Eメール及びインターネットでのお手続きはお受けで

きません。 

退会手続き 

●在籍終了月の10日までにフロントでお手続きください。 

但し、転勤・転居・怪我・病気等の場合に限り、在籍終了月11日から最終

営業日までの間、手数料1,000円+税にて承ります。 

お電話・郵送・FAX・Eメール及びインターネットでのお手続きはお受けでき

ません。 

※退会手続時に入館証を、ご返却ください。残りの期間がある場合のご入

館は、一時入館証をご活用ください。 

退会手続を完了されませんとご契約は自動的に更新されます。その場合、

ご出席の有無に関わらず、会費は毎月自動引き落としになります。 



※上記特典は６ヶ月以上ご在籍の方に限ります。 ※実施スクールの詳細や月会費などはフロントにお問い合わせください。※画像はイメージです。 

※入会時には、次月分の月会費も必要です。 

※上記特典は、フィットネス会員は6ヶ月以上、 

スクール会員は2ヶ月以上ご利用の方に限ります。 

無料見学会 
実施中 

※ご体験は事前にお電話にて、ご予約をお願いいたします。 

●パパママ会員はJrスクールにご入会されているお子様のご両親が対象となります。 
●お子様が退会された場合は自動的に正会員に登録変更いたします。(手続き不要) 
※特典は6ヶ月以上ご利用の方に限ります。お問い合わせはお電話又はフロントにてお受けいたしております。 
●金額は税込となります。 

お子様からの紹介特典でご入会頂けます 

紹介特典についての詳細はフロントにてお尋ねください。 

正会員(8,800円+税)と
同じ、曜日・時間問わ
ず 
いつでも使えて  



 
  スポーツクラブルネサンス京都山科 

   〒607-8185 
   京都市山科区大宅神納町１ 
   075-571-0905 
   http://5330.s-re.jp/ 


