
 

 

 

 

★５月１日より３１日まで★ 

★キャッシュバックセール実施します★ 
5月は毎年大好評の【キャッシュバックセール】です。 

今春も 5月 1日より 31日までの 1 ヶ月間開催いたします。 

ヨネックスのテニス用品全品 20％OFFの上さらに現金で 

お支払いの金額 1,000円あたり 100円をキャッシュバック 

いたします！ 

家族分まとめてお買い求めいただくと大変お得です。 

お引渡しは 5 月になりますが、すでにご注文は受け付けております。早めに注文、早め

に受け取り！です。 

 

★ゴールデンウイーク 早朝レンタル特割★ 
4月 29日と 5月 2～6日までの早朝 7時から 9時までのオールサムズ船橋のレンタル

コートを 30分 1,080円でお貸しいたします。どなたでもご利用いただけますが、特にあり

のみカップ出場者には試合前のアップにぜひご活用ください。 

ご予約は 047-406-6665までお願いいたします。 

 

★新規入会紹介キャンペーン★ 
通常新規でご入会の方をご紹介いただきますと 1,000 円分の金券をプレゼントしていま

すが、5・6月の 2 ヶ月間は倍の 2,000円分の金券を差し上げます（のびのび、さわや 

かは別紹介キャンペーンを実施しています）。 

この機会にお友達、お知り合い、同級生、後輩の方にぜひご入会をおすすめください。 

① 

★サンドフィットネス ５月期まで無料★ 
ヨガ、ビーチテニス、サンドテニスができるスクール「サンドフィットネス」が 5 月期まで無

料でトライアルできます。詳細は別紙ご案内をご覧ください。 

 

★ゴールデンウイーク期間中の★ 

★スクールお休みのご案内★  
4月期(4月 28日まで)と 5月期(5月 7日から)の間の 4月 29日（水）～5月 6日(水)は

通常のスクールはお休みです。 

が、以下のように特別レッスン・各種イベントを開催いたします。そちらにご参加いただき

ゴールデンウイーク中もテニスを楽しんでください。 

 

★ゴールデンウイーク ワンコインレッスン！★ 
今年も開催します。皆様のご家族、お友達にぜひお知らせください。 

鎌ヶ谷 

5月 2日(土) 

お申し込み：フロントまたは 047-406-6665まで 

おとなと小学生は一人 500円 親子は一組 500円 

船橋 

5月 5日(火) 

13:00 

～ 

14:00 

・おとなのワンコインレッスン 

まったくテニスをしたことがない、まだテニスを始めた

ばかり、久しぶりにテニスをしてみようという方(現オ

ールサムズのスクール生は参加不可) 

13:30 

～ 

14:30 

11:30 

～ 

12:30 

・おやこ DEテニス 

3～6歳のお子様が対象。皆様のお子様あるいはお

孫さんと一緒に参加してみませんか。(のびのびの 6

歳までの子は参加可) 

14:45 

～ 

15:45 

10:00 

～ 

11:00 

・小学生体験テニス教室 

テニスをやったことのない子、経験の浅い子が対象

です。ラケットの持ち方から簡単な打ち合いまでやっ

てみましょう。(のびのびの小学生は参加可) 

16:00 

～ 

17:00 

② 

 

 



★ゴールデンウイーク 特別レッスン★ 
振替枠 1つまたは単発料金  お申し込み：サービスエースより通常の振替予約で 

・さわやか Ⓟ 雨：茶話会 

4月 30日(木) 船橋 9:50～10:50 大沼 

5月 2日(土) 鎌ヶ谷 9:00～10:00 とも 

・S さわやか Ⓟ 雨：茶話会 いつもより 10分 

長いレッスンです。単発料金は 2,268円となります。 

4月 30日(木) 鎌ヶ谷 11:20～12:30 関 

5月 2日(土) 鎌ヶ谷 11:00～12:10 とも 

・フレッシュ Ⓟ 雨：茶話会 

4月 30日(木) 船橋 9:50～10:50 大沼 

5月 2日(土) 鎌ヶ谷 9:00～10:00 とも 

・ステップ Ⓟ 雨：茶話会 

4月 30日(木) 鎌ヶ谷 11:20～12:30 関 

5月 2日(土) 鎌ヶ谷 11:00～12:10 とも 

・トゥモロー Ⓟ 雨：茶話会 

4月 30日(木) 船橋 11:00～12:20 大沼 

5月 2日(土) 鎌ヶ谷 13:30～14:50 横川 

・プレしごき隊 Ⓟ 雨：茶話会 

4月 30日(木) 鎌ヶ谷 10:00～11:20 とも 基本技術とダブルス練 

5月 2日(土) 鎌ヶ谷 
12:10～13:30 大沼 基本技術とダブルス練 

14:50～16:10 竹原 基本技術とシングルス練 

・しごき隊 Ⓟ 雨：茶話会 

4月 30日(木) 鎌ヶ谷 11:30～13:00 とも 気合と根性 ダブルス練 

5月 2日(土) 鎌ヶ谷 
10:00～11:30 大沼 気合と根性 ダブルス練 

14:00～15:30 大沼 気合と根性 シングルス練 

③ 

・SS隊 Ⓟ 雨：茶話会 

4月 30日(木) 船橋 12:20～14:50 齋藤 ダブルス強化練 

5月 2日(土) 鎌ヶ谷 
12:30～14:00 とも ダブルス強化練 

15:30～17:00 横川 シングルス強化練 

・LCD Ⓟ 雨：茶話会 

4月 30日(木) 鎌ヶ谷 11:30～13:00 とも 
気合と根性 ダブルス練 

5月 2日(土) 鎌ヶ谷 10:00～11:30 大沼 

・LBC Ⓟ 雨：茶話会 

4月 30日(木) 船橋 12:20～14:50 齋藤 
ダブスル強化練 

5月 2日(土) 鎌ヶ谷 12:30～14:00 とも 

 

 

 

 

 

★とことん打ち込み練！ 60minutes★ 
参加費：2,160円（2,376円） またはすべてのクラスの振替枠 1つ 

お申し込み：サービスエースの特別レッスン・試合・イベントより 

5月1日(金) 

船橋 

雨：茶話会 

Ⓟ 

フレッシュ・ステップ・さわ

やか・S さわやか 

ストローク中心 10:00～11:00 とも 

ネットプレー中心 11:10～12:10 〃 

トゥモロー・プレしごき隊・

しごき隊・SS隊・LCD・LBC 

ストローク中心 12:20～13:20 〃 

ネットプレー中心 13:30～14:30 〃 

5月4日(月) 

鎌ヶ谷 

雨：茶話会 

Ⓟ 

トゥモロー・プレしごき隊・

しごき隊・SS隊・LCD・LBC 

ストローク 

ボレー 
14:00～15:00 横川 

フレッシュ・ステップ・さわ

やか・S さわやか 

ストローク 

ボレー 
15:10～16:10 〃 

④ 

テニスの基本技術を学び、打

ち合いで練習し、簡単なゲー

ム練までやってみましょう！ 

テニスの基本技術練、打ち合

い練、ダブルスのゲーム練まで

やりましょう！ 

テニスの基本技術を学び、打

ち合いで練習し、簡単なゲー

ム練までやってみましょう！ 

テニスの基本技術を学び、ダ

ブルスの試合のやり方を勉強

しましょう！ 

ダブルス用の基本技術練習と

ゲーム練をやります！ 

会
場
・
時
間
お
間
違
え
の
な
い
よ
う
に
！ 

早
め
の
予
約
お
願
い
し
ま
す
！ 

 

いつもは鎌ヶ谷でやっているという
人はぜひ船橋にも、船橋でやってい
るという人は鎌ヶ谷にも行ってみて
ネ！ 



★打ち合いで練習しよう！ 60minutes★ 
参加費：2,160円（2,376円） またはすべてのクラスの振替枠 1つ 

お申し込み：サービスエースの特別レッスン・試合・イベントより 

5月3日(日) 

鎌ヶ谷 

雨：茶話会 

Ⓟ 

フレッシュ・ステップ・さわ

やか・S さわやか 

ストローク中心 11:30～12:30 竹原 

ネットプレー中心 12:40～13:40 〃 

トゥモロー・プレしごき隊・

しごき隊・SS隊・LCD・LBC 

ストローク中心 12:00～13:00 泉 

ネットプレー中心 13:10～14:10 〃 

5月4日(月) 

鎌ヶ谷 

雨：茶話会 

Ⓟ 

フレッシュ・ステップ・さわ

やか・S さわやか 

ストローク 

ボレー 
14:00～15:00 竹原 

トゥモロー・プレしごき隊・

しごき隊・SS隊・LCD・LBC 

ストローク 

ボレー 
15:10～16:10 〃 

 

★ゴールデンウイーク スペシャルイベント★ 
お申し込み：サービスエースの特別レッスン・試合・イベントより 

おとなのランク戦Ｂ 

4月 29日(水) 鎌ヶ谷 9:00～ 

参加対象ランキングをご確認の上お申し

込みください。 

3,600円（4,000円） 
おとなのランク戦Ａ 

4月 29日(水) 鎌ヶ谷 13:00～ 

女子ダブルスゲームプチ大会 Ⓟ 

4月 30日(木) 鎌ヶ谷 9:30～11:30 安藤 女子連加盟の方対象 

2,160円（2,376円） または LBC・LDC：振替枠１つ 

平日も！おとなのランク戦 

4月 30日(木) 船橋 9:30～ 

3,000 円 シングルスにチャレンジしたいと

いう方ならどなたでも OKです！ 

トゥモロー ＆ Ｓさわやか限定ダブルス 

5月 1日(金) 船橋 9:00～13:00 磐長谷 

2,160円 またはトゥモロー：振替枠 1つ＋540円 S さわやか：振替枠 1つ＋1,080円 

⑤ 

 

ダブルスやり放題 

5月 4日(月) 鎌ヶ谷 9:00～14:00 中学生以上参加 OK！ 

男ダブ、女ダブ、ミックスすべて OK！ 

1組 4,000円 ペアでお申し込みください。 

ダブルス ミニレクチャー ＆ ゲーム練 Ⓟ 雨：茶話会 

5月 5日(火) 鎌ヶ谷 9:00～11:00 磐長谷 トゥモロー・Sさわやか・プレしごき隊対象 

2,160円（2,376円） または 

トゥモロー・プレしごき隊：振替枠１つ＋324円 S さわやか：振替枠１つ＋756円 

やってみようダブルス ミニレクチャー ＆ ゲーム練 Ⓟ 雨：茶話会 

5月 5日(火) 鎌ヶ谷 11:00～13:00 大沼 フレッシュ・ステップ・さわやか対象 

2,160円（2,376円） または 

フレッシュ・さわやか：振替枠１つ＋756円 ステップ：振替枠１つ＋540円 

ダブルス強化 ミニレッスン ＆ マッチ練 Ⓟ 雨：茶話会 

5月 5日(火) 鎌ヶ谷 13:00～15:00 磐長谷 しごき隊・LCD対象 

2,160円（2,376円） または振替枠１つ 

ダブルス強化 ミニレッスン ＆ マッチ練 Ⓟ 雨：茶話会 

5月 5日(火) 鎌ヶ谷 15:00～17:00 大沼 SS隊・LBC対象 

2,160円（2,376円） または振替枠１つ 

やってみようシングルス ミニレクチャー ＆ ゲーム練 Ⓟ 雨：茶話会 

5月 6日(水) 鎌ヶ谷 10:00～12:00 横川 ステップクラス限定 

2,160円（2,376円）  または振替枠１つ＋540円 

がんばろうシングルス ミニレクチャー ＆ ゲーム練 Ⓟ 雨：茶話会 

5月 6日(水) 鎌ヶ谷 12:00～14:00 大沼 プレしごき隊・トゥモロー・S さわやか対象 

2,160円（2,376円）  または 

トゥモロー・プレしごき隊：振替枠１つ＋324円 S さわやか：振替枠１つ＋756円 

シングルス強化 ミニレッスン ＆ マッチ練 Ⓟ 雨：茶話会 

5月 6日(水) 鎌ヶ谷 14:00～16:00 横川 しごき隊・SS隊対象 

2,160円（2,376円） または振替枠１つ 

⑥ 

コーヒー 
飲み放題 
付き 

 

 

 



★上記特練・イベントに関して★ 
1. 参加対象が自分の該当クラスであれば何度でも参加していただくことができます。 

2. いつもスクールを鎌ヶ谷で受けている方は船橋にも、船橋で受けている方は鎌ヶ谷

にも、ぜひ足を運んでください。 

3. 担当コーチは予告なく変更になる場合があります。 

4. お申し込み後参加できなくなった場合はできるだけ早めにご連絡ください。 

5. イベントは最低催行人数 4人とさせていただきます。開催 3日前に 4人に満たない

場合中止にさせていただくことがあります。当日参加人数が少ない場合、予定時間

を短縮して行うことがあります。 

6. 特練は参加者 1名の場合はレッスン時間半分となります。 

7. 参加費のカッコはスクール生以外の方の料金です。 

8. 会場を間違えないようにお越しください。 

9. 詳しくはコーチ・フロントにお尋ねください。 

10. 雨：茶話会のマークは雨の場合コーヒーを飲みながら 

コーチとおしゃべりをします。参加費無料。 

 

 

 

 

★ポイント★ 
1. ご存じない方もいらっしゃるかと思いますが、スクールに出席するとサービスエース

に自動的にポイントがたまるようになっています。 

2. 今回はイベントもご参加いただくごとにポイントをゲットできるようにいたしました。 

3. Ⓟマークのイベント・特練は参加することで 3ポイントが加算されます。 

4. たまったポイントは 1ポイント 1円で使用することができます。 

5. 自分のポイントがどのくらいたまっているかはサービスエースのトップページに表示

されます。 

6. その他ご利用の注意点がありますので詳しくはフロントにお尋ねください。 

⑦ 

♥♥♥ ホットニュース ♥♥♥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 

♥ＮＥＷコーチ♥ 

      ♥和田理樹♥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月より新入社いたしました。 

1994年 5月 2日生れの弱冠 20歳。オー

ルサムズのジュニアトーナメントクラ

スの卒業生で、テニスインストラクタ

ー科を今春卒業したばかりです。野球

観戦が趣味でごひいきは中日なので中

日ファンの方はぜひ声をかけてくださ

いね。 

ラーメン大好き、石川佳純(卓球選手)

だーいすきです！ 

ヨロシクお願いします！ 

♥竹原コーチ♥ 

♥入籍!? ♥ 

まさとコーチが 5月 18日にはれ

て入籍することになりました！ 

お相手は久保野琴理さん 22 歳で

す。なんとまさとコーチも現在

22 歳。若いカップルの誕生で

す！ 

 

オールサムズ 
テニスクラブ 

＆ 

ビーチスポーツパーク 
 

鎌ヶ谷 
047-445-4904 

 

船橋＆ＢＳＰ 
047-406-6665 

  

 
 

参加できるのは全部参加しちゃおーぜ！ 


