
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。<料金：550円（税込）> 

② ギャラリー入り口で靴を脱ぎます。 

靴の履き間違いを防ぐ為に、靴にもお名前をご記入ください。目印になるものをご持参頂
き、備え付けのクリップを利用して靴に目印をお付けください。または、靴袋をご持参頂き、
ロッカーにお持ちください。 

③ 着替えます。 

7歳以上のお子様はひとりでお着替えをお願いします。6歳以下のお子様のお着替えを保
護者さまが手伝われる場合は、保護者さまの性別のロッカーをご利用ください。ロッカー
は、お好きな場所をご利用いただけます。 

脱いだ服はバッグにいれ、ふたをしめてプールへお越しください。 

大事なものやお金などは、お持ちにならないようにお願いします。 

④ レッスンに参加します。 

トイレに行きたいときや気分が悪いときは、すぐコーチに言ってください。 

お子様がレッスンに参加されている間、保護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。 

スクール生ご本人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。 

毎月3週目にジュニアスイミングスクール生掲示板にて「ルネっ子新聞」の最新号を公開
致します。こちらには、休講日のお知らせ等大事な連絡事項が記載されておりますので、
必ずMyルネサンスからご覧ください。 

⑤ 着替えます。 

ロッカールームでお着替えいただきます。チェックアウトは不要ですので、お忘れ物にお
気をつけてお帰りください。 

レッスン開始15分前にプールサイド集合です。（幼児コースはスクール開始時間に
集合）その後、コーチと一緒に準備体操とシナプソロジーを行います。間に合うよう
にご来館ください。 
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チェックイン・アウトのご案内

ご自身で会員証を
バーコードに通します。

画面上の
「チェックイン」を
タッチします。

❷

❶

タッチ

こちらのメッセージが
表示された場合は、
お近くのスタッフまで
お声掛けください。

チェックインのご案内
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❶

❷

複数契約をお持ちの方へ

会員証をスキャンします。

会員種類を選択します。

利用可能な時間内の会員種類を選択します。

これからご利用になる会員種類を選択 最後に利用された会員種類を選択

以下の手順でチェックイン・アウトをお願いします。

ご利用方法がご不明な場合、セルフチェックイン・アウトがご利用いただけない場合は、
スタッフまでお声掛けください。

チェックイン チェックアウト

【チェックアウト】最後にご利用された正会員を選択しチェックアウトを行います。
【チェックイン】先にご利用されるテニススクールを選択しチェックインを行います。テニススクールと正会員を

続けてご利用される場合例

タッチ

タッチ
タッチ

タッチ

チェックイン・アウト画面をタッチします。❸

チェック

チェック

以下の手順でチェックインをお願いします。
チェックアウトは不要です。
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ジュニアロッカーのご利用について 

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。 

●大きいお子様のお着替えへの配慮と「京都市公衆浴場法
に基づく衛生上必要な措置基準などに関する条例」に基づき
ご利用方法を以下のようにさせていただきます。 

7才以上のお子様 
お子様１人でのお着替えをお願いします。 

               ※お子様の成長のためにも、１人でお着替え 
           できるように練習をお願いします。 

6才以下のお子様 

         保護者様の付き添いが可能です。 

                付き添いでお着替えされる場合は保護者様の 
        性別でロッカーをご利用ください。 

                １人でお着替えされる場合はお子様の性別で 
    ロッカーをご利用ください。 

         例)男の子とお母様⇒女子ロッカー 
            男の子（付添なし）⇒男子ロッカー 

※幼児コースで女性保護者様のみお子様の性別でのロッカー
利用が可能です。 

男性保護者の方は、男子ロッカーをご利用ください。 
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幼児コースのご案内 

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 

・『用紙サイズに合わせて印刷する』 

にチェックを入れて印刷してください。 

●幼児コースで女性保護者様のみお子様の性別でのロッカー利
用が可能です。 

男性保護者の方は、男子ロッカーをご利用ください。 

 

※幼児コース以外ではお子様１人でのお着替えをお願いして 

 おります。今後のために大きいお子様はお着替えの練習を 

 お願いします。 

 

●タオルについて 

 身体を冷やさないためにタオルで拭いてからロッカーへ戻り 

 ます。そのため、タオルに大きくお名前を書いて袋に入れて 

 プールサイドまでお待ちください。 

 

 

 

 

 

 

 

●採暖室について 

 寒い時期は身体を温めてお帰りいただきますので採暖室に 

 入る時間を入れた45分レッスンになります。 
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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欠席登録をお願いいたします。 

 欠席登録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。 

 毎月4週目までがレッスンとなります。5週目は休講となります。例外もございますのでＭｙルネ 
 サンスのＪｒ.スイミングスクール生掲示板で必ずご確認ください。休講日の欠席登録は不要で 
 す。 

② 振替希望のレッスン開始時間までにWEB振替予約をお願いいたします。  
 尚、やむを得ないご事情の場合のみ、お電話での振替予約を承っておりますが、 

 前日フロント営業時間まで （休館日を除きます） になります。 

 お電話でのご予約は前日までとなりますので、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でも、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。 

2－振替可能コース・レベル  
幼児コースの方は、同じ幼児コースへお振替えください。 

幼小コース・小学生コース・小中学生コースの方は、対象年齢・対象級の設定があるク
ラスへお振替えください。 
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欠席・振替について Part 2 

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。 

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。 

例1 ： 4月期分の振替は、4月期1～4週目、5月期5～8週目に振替可能です。 
例2 ： 5月期5～7週目分の振替は、5月期5～8週目、6月期1～4週目に振替可能です。 
例3 ： 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、翌月の最初
のレッスン日に該当級の「テスト結果表」を「専用ケース」に入れて、次月初回練習時に
お持ちください。見極め認定を致します。「テスト結果表」にテスト結果を記入し、合格者
にはワッペンをお渡しします。） 

 ※「実施期」は暦と異なりますので、Myルネサンスからジュニアスイミングスクール生
掲示板にて公開しておりますスクールカレンダーや「ルネっ子新聞」でご確認ください。 

4－テスト週への振替について 
 週1回コースの方がテスト週(8週目)に複数回出席されても、進級テストは1回のみとな
ります。  

練習週（1～7週）の欠席分はテスト週（8週目）以外で振替されることをお勧め致します。 
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振替対象クラスの確認
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月 火 水 木 金 土 日

8:30～9:30
幼児・小学生

3～12才
10B～2級

9:30～10:30 9:30～10:30
幼児・小学生 幼児・小学生

3～12才 3～12才
10:00～10:50 10:00～10:50 10B～4級 10B～4級

親子ベビー 親子ベビー
6ヶ月～4才未満 6ヶ月～4才未満

10:30～11:30 10:30～11:30
幼児・小学生 幼児・小学生

3～12才 3～12才
10B～4級 10B～4級

12:00～12:45 12:00～12:45
幼児3～6才 幼児3～6才
10B～6級 10B～6級

13:10～14:00
親子ベビー

6ヶ月～4才未満

14:00～15:00
幼児・小学生

3～12才
10B～2級

幼児3～6才 15:15～16:15 幼児・小学生
10B～6級 小学生 3～12才

7B～1級

幼児・小学生 小・中学生
3～12才 3～12才 6～15才
10B～4級 10B～4級 16:30～17:30 1B～R級

小・中学生
6～15才

17:00～18:00 17:00～18:00 1B～R級
小学生

6～12才
7B～1級

17:30～19:00
18:00～19:00 18:00～19:00 選手

小・中学生
6～15才
5B～R級

19:00～20:30
選手

16:00～17:00

小・中学生

6～12才

16:00～17:00

15:00～15:45 15:00～15:45

6～12才

15:00～16:00

10B～1級

17:00

18:00

19:00

幼児  3才～6才(未就学)

16:00～17:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

9:00

小学生

7B～1級

10B～6級

幼児・小学生

休

館

日

8:30

20:00

10:00

11:00

6～15才
5B～R級

選手
19:00～20:30



その他のジュニアスクールのご案内 

ルネサンス・イオンタウン山科椥辻では、ジュニアスイミングスクールの他に、
カワイ体育、バレエ、新極真会空手、チアダンス、キッズ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2,200円（税込）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。  

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

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

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 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

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
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入会後、登録クラスのレッスンに1回以上出席、２回以内にお申し出の方。 

満足度保証キャンペーン 

 スイミングスクールに初めて入会される方限定！ 

年    月    日（  ）まで! 
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