
 

・数多くのトップ選手を輩出したオールサムズのジュニアスクールです。 

・現在も数多くのジュニアが毎日楽しく通ってきています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

のびのびクラス 
 

4歳からお受けいただけるテニス入門ク 

ラスです。小さいラケットと当たっても 

痛くないボールを使って楽しみながらレ 

ッスンをし、コーディネーション能力の 

向上を図ります。 
 
対象：4 歳から小学 2年生まで 

会費：1 期（週 1回×4週）5,060 円 

月 2回コース：2,783 円 

ビジター料金：1,430 円 

振替枠を金券としてご利用の場合：800 円 
 

会場 曜日 時間 

鎌ヶ谷 

月･火･水･木･金 15:50～16:40 

土 11:20～12:10 

日 11:30～12:20 

船橋 
月･火･水･木･金 15:50～16:40 

土･日 11:20～12:10 

 

合言葉は 

「明るく楽しく元気よく！」 

2020年 1月期より 

コケピヨクラス（3・4歳児対象） 

お父さんかお母さんとお子さん、またはおじ

いちゃんかおばあちゃんとお孫さんの二人

一組でレッスンをお受けいただきます！ 
 
お遊びテニスでお子様の運動能力の向上

をはかります。 

テニス普及のためのクラスですので何回

お受けいただいても無料！です。 
 

会場 曜日 時間 

鎌ヶ谷 
水・木 15:50～16:20 

日 11:30～12:00 

船橋 
火・金 15:50～16:20 

土 11:50～12:20 

 

ゆめはちゃんとかなうくん 

楽しくやりま

しょうね！ 

みんながん

ばるよ！ 

※ コケピヨクラス以外のクラスは

入会金 3,300 円が必要です。 

※ すべて表示の金額は税込み価

格です。 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ｊ1 クラス 
 
通常のボールよりやや柔らかいボールを使

ってレッスンします。テニスの基本技術か

らゲームのやり方までを学びます。 
 
対象：小学 1～6年生 

会費：1 期（週 1回×4週）7,700 円 

月 2 回コース：4,235 円 

ビジター料金：2,200円 

振替枠を金券としてご利用の場合：1,220 円 
 

会場 曜日 時間 

鎌ヶ谷 

月･火･水･木･金 16:50～18:00 

土 10:05～11:15 

日 16:10～17:20 

船橋 

月･水 16:00～17:10 

火･木･金 16:30～17:40 

土･日 12:10～13:20 

 

Ｊ2 クラス 
 
テニスの基本技術とシングルスの試合がで

きるようにレッスンいたします。 
 
対象：小学 4年生～中学 3年生 

会費：1 期（週 1回×4週）7,700 円 

月 2 回コース：4,235 円 

ビジター料金：2,200円 

振替枠を金券としてご利用の場合：1,220 円 
 

会場 曜日 時間 

鎌ヶ谷 

月･火･水･木･金 18:10～19:20 

土 11:20～12:30 

日 16:20～17:30 

船橋 

月･水 17:20～18:30 

火･木･金 17:50～19:00 

土･日 10:00～11:10 

 

無料おためしレッスン 
 

今までにオールサムズでレッスンを受けた

ことがないという方は、1度だけ無料でお

ためしレッスンを受けることができます。 

服装はなんでも OK。ラケットはお貸しいた

します。 

お申し込みはオールサムズホームペー

ジ、フロント、またはお電話で。 

※グリーンクラスはおためしレッスンに 1,000 円が必要

となります（ご入会いただきますと返金いたします）。 

オールサムズテニスクラブ  

鎌ヶ谷 047-445-4904  船橋 047-406-6665 
https://allthumbs.co.jp 

e-mail info@allthumbs.co.jp 

グリーンクラス 
 
ときどき厳しい練習もいれながら、テ

ニスの基本技術とシングルスの試合

ができるようにレッスンいたします。 
 
対象：中学生、高校生 

会費：1 期（週 1回×4週）9,900 円 

月 2回コース：5,445 円 

ビジター料金：2,860 円 

振替枠を金券としてご利用の場合： 

1,570 円 
 

会場 曜日 時間 

鎌ヶ谷 月･木･金･日 19:30～21:00 

船橋 火･水･土 19:30～21:00 
 
※おためしレッスン 1,000円（ご入会

いただきますと返金いたします。） 

※テニス初心者はお受けいただけま

せん。中学生の初心者の方は J2 クラ

スを、高校生の初心者の方はフレッシ

ュクラス（別案内書をご覧ください）

をまずお受けください。 

 



オールサムズ TC のソフトテニススクール 2020/1月期より 

 

入会金 3,300 円  ※すべて表示の金額は税込み価格です。 

クラス名･対象･コンセプト レッスン会場･曜日･時間 会費･その他 

ソフト小 
小学生 

ソフトテニスの基本技術・

ルールを学びます！ 

船橋 月 17:10～18:20 

レッスン受講 4 回分 7,700 円を事前

にお支払いいただき、毎回予約を入

れてレッスンをお受けいただきます。 

ソフト中･高 
中学生・高校生 

中学・高校ソフトテニス部

部活生はこのクラスに！ 

鎌ヶ谷 火･水･土 

船橋 月･日 

時間はすべて 

19:30～21:00 

1 期（週 1 回×4 週）：9,900 円 

週 2 回以上の場合は 

週 2 回 16,800 円 

週 3 回 23,700 円 

週 4 回 30,600 円 

月 2 回コース：5,445 円 

ビジター料金：2,860 円 

振替枠を金券としてご利用の場合 

1,570 円 

 

 

 

 

おためしレッスン 

今までにオールサムズでレッスンを受けたことが

ないジュニアは 1度だけおためしレッスンを受ける

ことができます。 

料金は 1,000円をお支払いいただきますが、ご入

会いただきますと全額お返しいたします。 

お申し込みはオールサムズホームページ、フロン

ト、またはお電話でお願いいたします。 

オールサムズテニスクラブ  
船橋 047-406-6665 

鎌ヶ谷 047-445-4904 

https://allthumbs.co.jp 

e-mail info@allthumbs.co.jp 

特典 

・プライベートレッスン 30 分あ

たり 2,310 円 

・ジュニアスクール生本人が自

分の練習でレンタルコートをす

る場合、前日および当日の予約

に限り 1 面 1 時間平日 17 時ま

で 1,100 円、平日 17 時以降、土

曜、日曜、祝日は 2,970 円 

オールサムズのジュ

ニアスクール生は

｢文武両道｣を旨とす

べし！ ですよー！ 

 
ゆめはちゃんとかなうくん 


