
～ ～ 菱田 2級 川名 2級 井上

宮澤 1級 宮澤 1級 川島

４級 川名 ４級 菱田

～ 3級 川島 3級 竹内

～

～

～

～

～

～ ７級 川名 ７級 ７級 川名 ７級

６級 霜崎 ６級 ６級 霜崎 ６級

５級 スタンレイ ～

3･４級 井上

２級 ７級 ２級 ７級 ２級 スタンレイ 2級 田島 ～

～ 1級 ６級 1級 ６級 1級 霜崎 1級 相馬

井上 スタンレイ 西 スタンレイ

霜崎 菱田 相馬 宮澤 ～

４級 川名 ４級 西 ４級 川名 ４級 菱田

3級 スタンレイ 3級 井上 3級 菱田 3級 西

～

～ ２級 スタンレイ ２級 西 スタンレイ 2級 川名 2級 田島

1級 田島 1級 宮澤 相馬 1級 霜崎 1級 宮澤

４級 川名 ４級 スタンレイ ４級 西 ４級 西 ～

3級 井上 3級 竹内 3級 菱田 3級 相馬

～

～

～

※PLは１～3名まで 詳しくは別紙をご参照願います。 要事前予約。フロントにてご入金下さい。

　

《欠席・振替について》

●レッスン前までに、欠席・振替予約をWEBサービスで行って下さい。

●欠席・振替をキャンセルされる場合も同様にレッスン開始までにキャンセル登録を行ってください。

●レッスン開始前までに欠席・振替、キャンセルなどのWEB登録がない場合は振替受講はできません。

●第71期は9週制のため4回まで無料で振替がお取り出来ます。5回目以降１回に付き550円（税込）です。（フロント券売機でご購入下さい。）

●平日昼クラスから平日夜間土日クラスへ振替の場合は1回につき550円（税込）です。（フロント券売機でご購入下さい。）

●振替利用は、1～4週目までの欠席は8週目（9週の場合は9週目）の終わりまでに振替をお取りください。

　　　　　　　5～8週目（9週の場合は9週目）までの欠席は次期の4週目の終わりまでに振替をお取りください。

●振替受講は、同レベルまたは、一つ下のレベルでお受けいただけます。

●71期の振替受付開始・欠席は期のスタート日、2月4日(火)7:00からとなります。

●WEB振替システムは毎日午前2時から午前7時までメンテナンスの為、ご利用いただくことが出来ません。

●参加人数によってコーチの人数が変動することがあります。

●来期のレッスンスケジュールは3月3日（火）から公開予定です。

《チェックイン・チェックアウト時間について》

●成人クラスは開始時間の30分前からとなります。平日キッズ・ジュニアクラスは20分前からとなります。

　※平日9:30～、土・日8:00～、土・日9:00～のクラス・アドバンスクラスは15分前からとなります。

●平日最終レッスン以外、レッスン終了後90分以内にご退館ください。

テニススクールレッスンスケジュール 第71期　2月4日（火）～4月5日（日）9週制

月 火 水 木 金 土 日
コートNo. 1 2 1 2 1 2 1 2 コートNo. 1 2 1 2

9:30

休
館
日

初級 初中級 初級 初中級 初級 初中級 初中級 中級 8:00 ジュニア ジュニア ジュニア ジュニア

鈴木 西 西 菱田 有田 川名 スタンレイ 鈴木
５級 井上 ５級

10:50 （川名）

10:55 初級 初中級 初中級 中級 初級 初中級 初中級 中級 8:55

川名 鈴木 菱田 スタンレイ 川名 有田 鈴木 スタンレイ

12:15 9:00 初級 初中級 初級 中級

12:20 初中級 中級 初中級 初級 初中級 中級 中級 初級 川名 鈴木 鈴木 菱田

川名 西 西 スタンレイ 川名 田島 井上 菱田 10:20 有田・（井上） スタンレイ 川名 竹内

13:40 10:25 初級 初中級 初級 初中級

13:45 プライベートレッスン プライベートレッスン 初中級 中級 初級 中級 初中級 中級 田島 鈴木 鈴木 川名

別紙参照 別紙参照 菱田 西 田島 スタンレイ スタンレイ 鈴木 11:45 有田 菱田 スタンレイ 川島

15:05
40分・80分
1～3名まで

40分・80分
1～3名まで

11:50 初中級 中級 初級 初中級

15:30 キッズ プライベートレッスン キッズ・ジュニア プライベートレッスン キッズ プライベートレッスン キッズ・ジュニア 上級 鈴木 菱田 スタンレイ 菱田

別紙参照
井上

別紙参照 別紙参照
菱田

鈴木 13:10 スタンレイ 川名 竹内 井上

15:10～ 15:10～ 15:10～ 15:10～16:30 13:15

田島

初中級 中級 中級 上級

16:25

5級 菱田
14:35 井上 スタンレイ

川名 スタンレイ 鈴木

16:30 キッズ・ジュニア ジュニア キッズ・ジュニア ジュニア キッズ・ジュニア ジュニア キッズ・ジュニア ジュニア 14:40 初級 中級 初級 初中級

スタンレイ 菱田 竹内 鈴木
田島 西田 田島

16:00 井上 井上

５級 ５級 ５級 ５級
16:05

西

初中級 中級 初中級 中級

川名

鈴木 田島 スタンレイ 井上

17:25 17:25 川名 井上 川名 宮澤

17:30 初級 上級 アドバンス１ アドバンス２

17:30 ジュニア ジュニア ジュニア ジュニア ジュニア ジュニア ジュニア ジュニア

井上

川名 鈴木 川名 西田

スタンレイ
５級 西 ５級 井上 ５級 ５級

18:55 初中級 中級

18:50 川島

18:25 スタンレイ 田島

18:30 アドバンス１ アドバンス２ 初級 中級 中級

20:15 川島

後半月会費（税込）

川名 西 西 田島 有田 西 菱田 井上

初中級

平日昼間 \13,200 \16,500

会員種別 月会費（税込）アドバンス１ アドバンス２

19:50 霜崎 鈴木 スタンレイ 宮澤 平日夜間土日 \14,300 \17,875

19:55 初級 初中級 初中級 中級 初級 初中級 初中級 中級 キッズ \3,850 \4,812

有田 井上 鈴木 田島 川名 有田 菱田 西 ジュニア5～3級/2～1級 \7,370 / \7,920 \9,212/ \9,900

21:15 竹内 相馬 竹内 井上 西 相馬 川島 相馬 アドバンス(中高生) \9,570 \11,962

21:20 初中級 中級 初級 初中級 初中級 上級 初中級 中級 プライベートレッスン(40分) \4,400 ※後半月会費は5週分です

\6,600有田 西條 スタンレイ 井上 西條 田島 西 菱田 プライベートレッスン(60分)

プライベートレッスン(80分)

【動画撮影会のお知らせ】
3月3日（火）～3月8日（日）まで

成人・ジュニアスクール共に動画記録会週となります。
この週にお振替いただいたすべてのレッスン

動画撮影することができます。

22:40 竹内 相馬 竹内 相馬

スポーツクラブ＆スパ ルネサンス曳舟 テニススクール
　03-5655-3676

クラス変更がある方は3月29日(日)までに
　お手続きをお願い致します。

　※最終締め切りは4月5日（日）となります。
コーチにお早めにご相談下さい。

来期の休会・今期の退会のお手続き期限は
3月10日（火）までとなります。
コーチにお早めにご相談下さい。

【テニススクール休講のお知らせ】
2月11日（火）、3月20日（金）は祝日のため
18:30以降のレッスンは休講となります。

特別振替にて2ヶ月以内にお振替をしてください。

\8,800

Myルネサンスって知ってますか？ 
ルネサンス専用のアプリです！ 

登録するとすごく便利！ 
スケジュールやイベント情報が 

見やすく分かりやすい！ 

2月4日（火）～4月5日（日）9週制

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8

休 ① ① ① ① ① ① 休 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15

休 ② ② ② ② ② ② 休 ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥

2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22

休 ③ ③ ③ ③ ③ ③ 休 ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦

2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 2/29 3/1 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29

休 ④ ④ ④ ④ ④ ④ 休 ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧

3/30 3/31 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5

休 ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨

2月期 3月期



第71期　2月4日(火)～4月5日(日) 9週制
奇数週(1・3・5・7週)　受講の方

1回目(1週目) 2回目(3週目) 3回目(5週目) 4回目(7週目)

火曜日 2月4日 2月18日 3月4日 3月18日

水曜日 2月5日 2月19日 3月5日 3月19日

木曜日 2月6日 2月20日 3月6日 3月20日

金曜日 2月7日 2月21日 3月7日 3月21日

土曜日 2月8日 2月22日 3月8日 3月22日

日曜日 2月9日 2月23日 3月9日 3月23日

偶数週(2・4・6・8週)　受講の方
1回目(2週目) 2回目(4週目) 3回目(6週目) 4回目(8週目)

火曜日 2月11日 2月25日 3月10日 3月24日

水曜日 2月12日 2月26日 3月11日 3月25日

木曜日 2月13日 2月27日 3月12日 3月26日

金曜日 2月14日 2月28日 3月13日 3月27日

土曜日 2月15日 2月29日 3月14日 3月28日

日曜日 2月16日 3月1日 3月15日 3月29日

※登録クラス以外への振替は期で1回まで無料です。

   2回目以降は券売機にて550円（税込）の手数料をお願いします。

   奇数週が偶数週へ、偶数週が奇数週へ登録クラスへの振替の場合は無料です。

※振替利用は、1～4週目までの欠席は8週目（9週の場合は9週目）の終わりまでに

　5～8週目（9週の場合は9週目）までの欠席は次期の4週目の終わりまでに振替をお取りください。

スポーツクラブ＆スパ ルネサンス曳舟 テニススクール　03-5655-3676

月2会員　カレンダー

料金表
会員種別 月会費（税込）

平日昼間 \7,040

平日夜間土日 \8,140


