
年会費
2,000円(税抜)

水着
5,000円(税抜)

キャップ
500円(税抜)

スクールバッグ
2,800円(税抜)

5,500円

2,750円

（税抜）

（税抜）

10,300円(税抜)が

パック
料金

さらに短期教室後､

1 週間以内の入会に限り 半額!!

短 室開催教期休み春セイカスポーツクラブ USUKI
休み中にニガテを 「好き」 に

2020/2/20(木) お申込みスタート！

水
泳

さらに

１期 : 3月27日（金）・30日（月）・31日（火）
２期 : ４月１日（水）・２日（木）・３日（金）

A期 : 3月17日（火）・18日（水）・19日（木）
B期 : 3月24日（火）・25日（水）・26日（木）
C期 : 3月31日（火）・４月1日（水）・2日（木）

4歳～8歳（幼稚園児～小2まで）
※2020年4月以降の学齢を基準とする。

※各期1日目は全教室8:45～10:00

1期・2期 : 各10名
（会員外）

※定員になり次第締め切らせていただきます。
※朝コースは、バスの送迎はございません。ご注意ください。

3,900円(税抜)受講料金

対象

時間

定員

内容 水あそび～水慣れコース
スイミングスクールが初めてのお子様や水が苦手なお子様のコース
です。まずはお試し感覚でご参加ください。

内容 お子様の泳力により、初日にクラス構成をいたします。

朝
コース

4歳～未就学児
※2020年4月以降の学齢を基準とする。

A期・B期・C期 : 各5名
（会員外）

※定員になり次第締め切らせていただきます。

対象

定員

夕方
コース

9：00～10：00（60分）

時間 15：00～16：00（60分）

各期、受講１週間前までにお申込みください。
受講時には、 水着  キャップ  ゴーグル  バスタオル が必要です。
※持ち物には必ず名前を記入してください。

お申込み方法
受講料金・印鑑をご持参のうえ、直接フロントにてお申込みください。
【受付時間】 平日10:00～20:00／土曜日10:00～20:00／日・祝10:00～17:00

※定員になり次第、締め切らせていただきます。

セイカスポーツクラブ 検　索

TEL099-255-4650〒890-0073
鹿児島県鹿児島市宇宿２丁目１８－２７
http://www.seika-spc.co.jp/shops/view/usuki

WEBサイトは
こちらから
アクセス！営業時間◆平日9：00～23：00、土曜10：00～22：00、日・祝日 9：00～20：00　定休日◆毎週水曜日

短期水泳教室

参加後に入会すると…

入
会
金

4/18 (土)まで



ご入会に
必要な物

入会金  5,000円（税抜）1 年会費  2,000円（税抜）2 月会費（２ヶ月分）3 身分証明書（免許証・健康保険証・パスポート・学生証）4

会費支払口座のキャッシュカード（○指定口座=ゆうちょ銀行・鹿児島銀行・南日本銀行・鹿児島相互信用金庫）もしくは印鑑・通帳 5

入会受付時間
平日10:00～20:00
土10:00～20:00

日・祝日10:00～17:00

硬式・ソフトテニス

月・火・木・金　17:25～18:25
土　   9:00～10:00
　　16:15～17:15
　　17:25～18:25

◆硬式テニスジュニア（小学生）

週1回   5,800円(税抜) ／ 週2回 10,500円(税抜)週1回   5,800円(税抜) ／ 週2回 10,500円(税抜)
月・木　18:30～19:30
◆ソフトテニス（小学生～中学生）
月・金　16:15～17:15

◆硬式テニスキッズ（4歳～6歳）

◆硬式テニス育成（小学生～中学生）　金・土 18:30～19:50　※コーチ判断有

週1回   7,500円(税抜) ／ 週2回 12,500円(税抜)週1回   7,500円(税抜) ／ 週2回 12,500円(税抜)

カラダに優しい人工芝
足腰の負担を軽減。
安心してプレイできます。

Play＆Stay導入
ボールの種類を変え、
子供の成長に合わせた指導を行います。

子どもの才能を開花するカルチャーコース子どもの才能を開花するカルチャーコース

月・木・金 17:25～18:25
土  16:15～17:15
　　　17:25～18:25
各クラス6名

お客様満足度

※当社調べ

手ぶらで無料体験
水着・キャップ・ゴーグル・タオルをすべて無料貸出。
気軽にご体験ください。

透明度No.1
アクアクリーンシステムを導入し、良質な水の為、
肌に優しい！

個々に合わせた指導
進級テストを行い、個人の泳力に合わせた練習。

月会費
ジュニアスイミングスクール料金表ジュニアスイミングスクール料金表

週1回
コース
週2回
コース
週3~6回
コース

会 員

8,300

5,600円（税抜）

7,100円（税抜）

円（税抜）

学童クラス1
16：05~

学童クラス2
17：25~

選手育成クラス
18:35~

キンダー
 月・火・木・金／15：00~
幼稚園クラス／15：00~

月~金

幼稚園・学童クラス
9：00~／14：05~

学童クラス2
 16：15~

選手育成クラス
17：25~

学童クラス1
15：05~

土
ジュニアスイミングスクールプログラムジュニアスイミングスクールプログラム

月会費

生まれてはじめてのならいごと BabySwimming新規会員募集中!

週1回 5,600 （税抜）
（税抜）

円

週2回 7,100円
月会費

2,000円(税抜)年会費 準備するもの 水着･キャップ･タオル・
水遊び用パンツ

月 13:30~14:30
水 11:00~12:00
木 13:30~14:30

時  間

生後6ヶ月～3歳未満
対   象 ※保護者1名も一緒に入水

●指定用品 Tシャツ 800円(税抜)
●スポーツ健康保険 800円(税込)/年1回

◆幼児クラス(３歳児～5歳児)・・・・・・火・金・土 15：00～16：00
◆低学年クラス(小1～小2)・・・・・・・・・火・金・土 16：15～17：15
◆高学年クラス(小3～小6) ・・・・・・・・火・金・土 17：25～18：25
　各クラス20名

当プールは綺麗な水質や快適な室温を保ち、指導
中には必ず監視員が巡回することで、お子様が集
中して練習に打ち込み成長しやすい環境を作って
います。

楽楽安全管理を行い、笑顔を
絶やさず水泳の楽しさを伝えます

泳ぎをマスターするだ
けでなく、ルールやマ
ナー面の指導にも重点
を置いています。

躾躾
大きな声で
元気よく挨拶のできる
子供を育てます

当クラブでは２ヶ月に一度、進
級テストを行い、ハードルを乗
り越えていく楽しさを伝えて
いきます。

心心最後までやりぬく、
あきらめない心を育てます

お子様の泳力レベルに応じて水慣れか
ら各種泳法へと基本を大切にしながら
段階的に、じっくりと無理なく指導して
いきます。

体体健康な体づくりと
４泳法習得を目指します

チアダンス

週1回 5,600円(税抜)週1回 5,600円(税抜)
◆低学年クラス
　（５歳～小３）
　金16:05～17:05
◆高学年クラス
　（小3～中３）
　金17:25～18:25
●指定用品
　ポンポン1,800円(税抜)
　Tシャツ     800円(税抜)

バレエ
週1回 5,600円(税抜)週1回 5,600円(税抜)
◆低学年クラス
　（５歳～小３）
　火16:05～17:05
◆高学年クラス
　（小3～中３）
　火17:25～18:25
●レオタード、タイツ、
　シューズはセイカでも
　ご購入できます。

◆キッズクラス（4歳～小３）
　水 16:15～17:00
　土 15:00～15:45
◆初級クラス（小3～中３）
　木 17:25～18:10
　土 16:15～17:00
中級・ステージクラスもございます。
詳細はお問い合わせください。  

水 17:25～18:10

ダンス

週1回 5,600円(税抜)
週2回 9,500円(税抜)
週1回 5,600円(税抜)
週2回 9,500円(税抜)

＜ヒップホップ＞
週1回 5,600円(税抜)週1回 5,600円(税抜)
＜ブレイクダンス＞

３歳から

スタートできる

安全さ

身体に負担の

少ない

全身運動

心肺機能や 

免疫力の

発達向上

脳の発達にも

効果あり

泳げることは

一生の宝物

スイミングは
ココがすごい!! 

体育教室

ジュニアゴルフ ジュニア硬筆・書道

週1回 5,600円(税抜)／週2回 7,100円(税抜)

週1回 5,500円(税抜)
週2回 10,000円(税抜)

月3回 4,000円(税抜)
月6回 7,000円(税抜)
(小１～中３)
月・木 17:25～18:25
各クラス15名
●テキスト代
　6ヶ月分 3,000円（税抜）


