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料金一覧

会員種別 入会金
事務手
数料

ｵﾌﾟｼｮﾝ

ぐっピー
月会費 対象 内容

ジュニアスイミング

幼児

3,300円 5,500円

605円

/月

または

935円

/月

5,830円

(5週月7,287円)

3才～

6才(未就学)

週１回受講 1回45分

登録制・振替サービスあり

週１回
8,580円

(5週月10,725円) 3才～

中学生

週１回受講 1回60分

登録制・振替サービスあり

週２回
10,780円

(5週月13,475円)

週２回受講 1回60分
登録制・振替サービスあり

親子ベビースイミング

月4 3,300円 5,500円
605円/月
または

935円/月

4,950円

(5週月6,187円)

6ヶ月～

4才未満

月・木曜日 10：00～10：50

日曜日 13：10～14：00

上記開講日から月４回までいつでも
受講可・振替サービスあり

カワイ体育

週１回 3,300円 5,500円

605円/月
または

935円/月
6,490円

①4才～6才

（未就学児）

②小1～小6

月曜日①16：00～16：50

月曜日②17：00～17：50

3ヶ月1クール10回

ジュニアバレエ

週１回 3,300円 5,500円

605円/月
または

935円/月
7,040円

①3才～小1

②小2～小6

月・土曜日①16：00～17：00

月・土曜日②17：00～18：00

新極真会空手

週１回 3,300円 5,500円

605円/月
または

935円/月
6,490円

①5才～小2

②小3～中3

水曜日①16：50～17：50

②17：55～18：55

別途、年会費3,000円＋税が必要

チアダンス

週１回 3,300円 5,500円

605円/月
または

935円/月
7,590円

①4才～小１

②小1～小3

③小3～中3

木曜日①15：50～16：50

木曜日②16：55～17：55

木曜日③18：00～19：00

キッズダンス

週１回 3,300円 5,500円

605円/月
または

935円/月
7,370円

①5才～小2

②小3～中3

金曜日①17：00～18：00

金曜日②18：00～19：00

＊ 振替制度は、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2,200円割引になります。

全て消費税10%込み表示です。



登録クラスの決定

月 月 火 水 木 金 土

スタジオ オープンスタジオ スタジオ スタジオ オープンスタジオ オープンスタジオ

18:00～19:00

成人バレエ

16:00～17:00

バレエ

3才～小１

17:00～18:00

バレエ

小2～小6

16:50～17:50

新極真空手

5才～小2

17:55～18:55

新極真空手

小3～中3

休

館

日

16:00～17:00

バレエ

3才～小１

17:00～18:00

バレエ

小2～小6

16:00～16:50

カワイ体育

4～6才

17:00～17:50

カワイ体育

小1～小6

17:00

18:00

19:00

17:00～18:00

キッズダンス

5才～小2

18:00～19:00

キッズダンス

小3～中3

16:55～17:55

チアダンス

小1～小3

18:00～19:00

チアダンス

小3～中3

15:50～16:50

チアダンス

4才～小1

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

ジュニアカルチャースクール指定用品
ユニフォーム(上) ハーフパンツ(下) ジャンピングロープ ボール お手玉セット 出席手帳(SP手帳) 合計

16:00クラス
幼児用なわとび

550円
7,865円

17:00クラス 825円 8,140円

道着 全サイズ 13,200円

ポンポン練習用 1,870円 オリジナルTシャツ 110～S 2,420円

605円1,485円 605円

新極真会空手

チアダンス

カワイ

体育 2,090円 2,530円



タイトルを入力

●あああ

スクールバスのご案内

●送迎無料！毎日運行！お子様に安心して通っていただけます。

【1号車】月・水・木・金・土
竹鼻コース・花山コース・勧修コース

※スクールバスには定員（登録制）がございます。予め了承ください。

【2号車】月・水・木・金・土
醍醐コース・音羽コース・

なごみの里コース



スクールバスについて

スクールバスの登録は、スクールの登録日時に対応したもののみに限らせていた
だきます。

スクールバスのご利用は満4才以上のお子様を対象とさせていただきます。幼小
クラス未就学児の保護者様はスクールバスを利用していただけますが登録が必
要です。必ずフロントにてお申込み手続きをお願いします。

4才未満のお子様のご利用は保護者様の付添があってもご乗車いただけません。
悪しからずご了承ください。

ルネサンス・イオンタウン山科椥辻では、お子様の送迎にご利用いただける無料のス
クールバスを運行いたしております。ご利用を希望される場合は登録が必要ですの
で、フロントにて申込み手続きをお願いします。

1. 登録について

長期間ご利用されない場合は、スクールバス登録の解約手続きをフロントにてお
願いいたします。

スクールバスのご利用にはスクールバスカードが必要です。紛失された場合は、
フロントまでお申し出ください。

スクールバスのご登録日時や登録バス停の変更を希望される場合は、フロントに
てお手続きください。

2. 手続きについて

スクールバスは曜日・時間帯により運行ルートが違います。詳しいバスルートに関
しましてフロントにてお尋ねください。

Jr.スイミングスクール休講時のスクールバスは運休となります。Jr.カルチャース
クールの方はご自身で来館をお願い致します。

安全に間違いなくご利用いただく為に、バスのご利用日時やバス停を無断で変更
されることはご遠慮ください。登録の曜日時刻とバス停でのみご利用いただけます。

定員管理の為、一時的なバス停の変更や振替日時でのバス利用は致しかねます。

3. その他



スクールバス利用案内

安全にご利用いただく為に、下記またはご登録時にお渡しする「利用案内」をよくお読みください。

① スクールバスのお迎え予定時刻より5分前にはバス停にお越しください。（予定時刻よりも早く出発することはありま
せんが、交通事情等により遅れることはございます）バス停では、スクールバッグがバスの運転手から見えるようにして
お持ちいただき、バスが見えたら必ず手を挙げてください。

② バスに乗車される際に、バスカードを提示または提出される必要はございません。すぐに奥から空いているお席に
お座りください。安全確保の為お子様がお座りになるまで、バスは発車いたしません。シートベルトは必ずお締めくださ
い。また、バス運行中は急ブレーキをやむなく使用する可能性もあり、大変危険ですので席をお立ちにならないでくださ
い。バスの定員はシートベルトの数と同一となります。安全確保の為ですので、ご理解ご協力を宜しくお願い致します。

③ バスの中でのご飲食はご遠慮ください。携帯電話は電源をお切りいただくか、マナーモードにしてご使用にならない
でください。ゲームはお持ちにならないでください。

④ バスカードのご利用法

1. お迎え・お送りともバスご利用の場合
ルネサンスにバス到着後、降車口に管理人が待機しておりますので、バスカードを管理人に渡してから降車ください。バ
スカードをお忘れになったり、紛失されたりしている場合は、管理人にその旨をお伝えください。
お帰りの際は、バス乗降口付近の集合場所でお並びいただき、運転手（または管理人）がバスカードをお返しいたしま
す。お預かりしていた全てのバスカード（お送りバス乗車予定のお子様全員分）を返却完了次第、出発いたしますので、
出し忘れ・もらい忘れのないようにお願いします。

2. お迎えのみバスご利用の場合
ルネサンスにバス到着時後、管理人にバスカードを渡さずに降車ください。

3. お送りのみバスご利用の場合
フロントにてバスカードをご提出いただいてから、レッスンにご参加ください。お帰りの際は、バス乗降口付近の集合場
所でお並びいただき、運転手（または管理人）がバスカードをお返しいたします。

4.バスでお帰りになる予定を変更され、お車等でお迎えに来られた場合
バス乗降口付近の集合場所までお越しいただき、運転手または管理人からバスカードを返してもらってからお帰りくださ
い。返却を受けずにお子様だけをお連れになりますと、「バスでお帰りになられるはずなのに、まだバスにお越しになっ
てない」と判断され、お送りのバスの発車が遅れてしまいます。

⑤ バス降車後、道路を横断する際は、スクールバスが通過するのを待って、左右を確認してから横断歩道を渡ってくだ
さい。（特にバス降車直後に、バスの前や後ろを横切り、後続車に接触する事故が考えられますのでご注意ください。）

⑥ お振替時のバスのご利用は承っておりません。

⑦ 一時的なバス停の変更は承っておりません。必ずご登録のバス停からご利用をお願い致します。

⑧ 保護者様のご同乗は幼小コースの幼児のみ承っております。但し、保護者様のバス登録も必要となりますので、フ
ロントにてお手続きをお願い致します。ご登録のない保護者様の同乗は承りかねます。尚、4才未満のお子様は、保護
者様の付添があっても乗車できませんので悪しからずご了承ください。

⑨ バスの号車・バス停はお子様が応えられるようにお願いします。

ご理解、ご協力をどうぞよろしくお願いします。



無料スクールバス乗降口 
イオンタウン山科椥辻のスクールバス乗降口は南側出入口横にある駐輪場の東側になります。 

駐輪番号1番のすぐ東側横にスクールバスが停車し、そちらで乗降頂きます。 

乗降はスタッフの指示に従って頂きますようお願いいたします。 

バスキャッチ 
送迎バスをもっと便利に快適にご利用頂けるようルネサンスでは、 

送迎バスの運行状況をインターネットやメールでお知らせするサービスを導入しています。 

スマートフォンや携帯電話、パソコンからバスコースや時刻表の確認など、 

便利な機能が満載のサービスを、ぜひご利用ください。 

ご利用は無料です。 

バスキャッチについて https://www.buscatch.com/i_guidance3/s-re-ysn/ 

利用登録操作手順マニュアル（PDF) http://buscatch.com/i_guidance3/s-re-ysn/pdf/manual.pdf 

ルートマップ https://buscatch.jp/rt/pc/bus_stop_map.php?id=s-re-ysn 
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http://buscatch.jp/rt/top.php?id=s-re-ysn http://buscatch.jp/rt/pc/index.php?id=s-re-ysn

携帯・スマートフォンからバスの運⾏状
況がわかるから、バスがまだ来ないなど
不満・不安が解消︕

ルネサンスのホームページからもバスの
運⾏状況がわかります。バスコース情報
や時刻表も確認できて便利︕

指定したバス停にバスが近づくとメール
で到着をお知らせ。
待ち時間も有効活⽤︕

バス運⾏に関するさまざまなお知らせメ
ールが届きます。
メール登録でさらに便利に活⽤︕

ルネサンス・イオンタウン⼭科椥辻

●ご登録頂いたメールアドレスなどの個⼈情報は本サービスの提供及び当所からの情報提供以外には⼀切利⽤致しません。
●お持ちの携帯電話の機種によって、⼀部サービスが利⽤できない場合がございますので、予めご了承ください。
●携帯サイトへアクセスするパケット通信料はご利⽤者様の負担となります。
●バスキャッチサービスの運営管理はVISH株式会社に委託しております。
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サイト内の利用登録からメール会員登録をして頂く
と、バスの到着案内メールなどが利用できます。

今から乗りたいバス停への到着案内メールだけで
なく、毎週曜日を決めて到着案内を受け取ることも
できます。

スマートフォンや携帯電話より
ＱＲコードを読み取りサイトへアクセス

携帯・スマートフォンからバスの運行状況が解るから、
バスがまだ来ないなど不満・不安が解消！

パソコンでもルネサンスのホームページよりバスの
現在位置や遅れ情報が解るからとっても便利！

バスの到着をお知らせする到着案内メール配信が
届くから、待ち時間も有効活用！

お知らせ一斉配信メールにて、
さまざまな情報を配信！

http://buscatch.jp/rt/top.php?id=s-re-ysn

バスの現在の運行状況が確認できます

@buscatch.jpからメールが受信できるようにしてください。【ご注意】

※携帯サイトへアクセスするパケット通信料はご利用者様の負担となります。

ブックマーク（お気に入り）に
しておくと、次回から便利！

Z

より便利に！より快適に！
バスキャッチサービス開始

例えば、「毎週 金曜日の午後
１7時34分に、指定のバス停に
近づいたら到着案内メールが
届く」などの設定ができます。

利用登録メールに記載されて
いるアドレスから利用登録
会員カード裏に記載されてい
る会員番号を入力してください。
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おともだち紹介システム『ルネノワ』 

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。 

印刷の際は 

『用紙に合わせて拡大/縮小』 

にチェックを入れて印刷してください。 
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