
・・・ Wellモリタテニススクール住之江

TEL    06-6681-0230

・・・
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JA1の部 JA2の部 JBの部

定員:6名/1,650円定員:6名/1,650円定員:6名/1,650円

2ゲーム先取 4ゲーム先取 4ゲーム先取

総当たり 2ブロック 2ブロック

担当：高 担当：池畑

阪下 加村 池畑 阪下 加村 高橋
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・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

レンタルコート 利用料：2,750円/60分(1面)・2,200円/60分(ハーフ)

時間／日程 4／29(木祝) 4／30(金) 5／1(土) 5／2(日)

おかげさまで４周年を迎えることができました。今後とも変わらぬご愛顧よろしくお願いいたします。

４周年記念として感謝価格にて体験レッスンや各種イベントを実施させていただきます！今年のGWはご家族や

友人を誘ってWellモリタテニススクール住之江で一緒にテニスしませんか？定員がありますので、お申し込みはお早めに！

体験レッスン(60分) 参加費：1,100円／1回(何度でもOK) 定員：5名(ハーフ)　8名(1面)

5／3(月祝) 5／4(火祝) 5／5(水祝)

2,200円/90分・定員10名

9:30～10:30
テーマレッスン

高橋

2,200円/90分・定員10名

11:00～12:00
テーマレッスン

阪下

定員:8組　参加費:3,300円 定員:8組　参加費:3,300円 定員:8組　参加費:3,300円 定員:8組　参加費:3,300円 定員:8組　参加費:3,300円

レンタル レンタル レンタル

女子ダブルス大会

12:45集合・16:30終了予定 12:45集合・16:30終了予定 12:45集合・16:30終了予定 12:45集合・16:30終了予定 12:45集合・16:30終了予定

MSSスクール生限定

13:00～14:00
ジュニアシングルス大会13:00～15:30予定 女子ダブルス大会 混合ダブルス大会 男子ダブルス大会 混合ダブルス大会

14:30～15:30
2ブロック6ゲーム先取 2ブロック6ゲーム先取 2ブロック6ゲーム先取 2ブロック6ゲーム先取 2ブロック6ゲーム先取

MSSスクール生限定 MSSスクール生限定 MSSスクール生限定 MSSスクール生限定

キッズ キッズ キッズ
担当：高 担当：藤田 担当：高

17:00～18:00

レンタル レンタル レンタル レンタル

15:30～16:30
キッズ キッズ キッズ

レンタル レンタル

担当：阪下 担当：阪下

レンタル レンタル レンタル

16:45集合・20:30終了予定

定員:8組　参加費:3,300円

18:30～20:00
2ブロック6ゲーム先取

MSSスクール生限定　担当：高

レンタル レンタル レンタル レンタル レンタル

ナイター男子ダブルス大会

レンタル レンタル レンタル レンタル レンタル レンタル

初級１．２ お友達同士で楽しくラリーが続き、試合の仕方を覚えて楽しめるクラス。
初中級 平行陣を導入し、幅広く試合の楽しみ方を覚えるクラス。
中級 ネットプレーを中心にショットの使い方やゲームの進め方を指導。

キッズ 幼稚園(年少～年長)のはじめてクラス。レッドボール使用。
小学生初心 小学校(1年生～6年生)のはじめてクラス。レッド＆グリーンボール使用。
はじめて 中学生以上(大人)のはじめてクラス。ソフトテニス経験のみの方も。

＜レベルの目安＞

4周年記念 GW体験レッスン＆各種イベント

モリタ系列の

スクール生の皆様も

新規のお客様も期間中は

何度でも参加できますよ！

GW期間中に新規ご入会いただいた方には

トリプル0円の通常入会特典にプラスして

当社オリジナルタオルをプレゼント！！

（6ヶ月以上契約の方に限ります）

受付開始：３/２２(月) AM9:00～



4/29(木祝)～５/5(水祝)の1週間は通常レッスンが休講となります。

下記のイベントを是非ご利用下さい！

4/29(木祝) 60分体験レッスン・Jr シングルス大会・レンタル

4/30(金) テーマレッスン・女子ダブルス大会・レンタル

5/1(土) 60分体験レッスン・混合ダブルス大会・レンタル

5/2(日) 60分体験レッスン・男子ダブルス大会・レンタル

5/3(月祝) 60分体験レッスン・混合ダブルス大会・レンタル

5/4(火祝) 60分体験レッスン・レンタル・ナイター男子ダブルス

5/5(水祝) 60分体験レッスン・女子ダブルス大会・レンタル

すべて要予約です。お申込みはお早めに！



[参加費] 1,650円(税込)

13：00～15：30 終了予定

[受付] 3/22(月) AM9時から先着順(TEL受付可)

[注意事項] ※キャンセルは4/23(金)まで

その後のキャンセルは全額頂戴いたします

[時間]

[対象] ★JA1の部…ﾊｰﾌｺｰﾄ使用

コーチがついてるので試合が

初めての子も安心！！
この機会にぜひ参加してね

定員 6名(４名で開催)

★JA2の部…Bｺｰﾄ使用

定員 6名(4名で開催)

★JBの部…Aｺｰﾄ使用

(JA1は除く)

定員 6名(4名で開催)



前半9:30～はネットプレー中心

[参加費] 2,200円(税込)/90分

9:30～11:00(担当:高橋)

11:00～12:30(担当:阪下)

[定員] 10名(7名以上で2面使用)

[受付] 3/22(月) AM9時から先着順(TEL受付可)

[注意事項] ※キャンセルは4/23(金)まで

その後のキャンセルは全額頂戴いたします

2面使用予定(7名以上）🎾

[時間]

前半は高橋、後半は阪下が担当！

後半11:00～はストローク中心に

[対象] 初級２以上のスクール生



４試合を予定しています♪

(参加数により変更有)

[参加費] １組3,300円(税込)

12：45集合～16：30終了予定

[定員] ８組(４組以下の場合1面使用）

[受付] 3/22(月)AM9時から先着順(TEL受付可)

[注意事項] ※キャンセルは4/23(金)まで

その後のキャンセルは全額頂戴いたします

予選リーグ⇒同順位対決🎾

[時間]

お友達誘って楽しみましょ

5月在籍のスクール生のみ

[賞品] １～３位(参加賞あります)

[対象]

[日程] 4/30(金)大会・5/5(水･祝)大会



４試合を予定しています♪
(参加数により変更有)

[参加費] １組3,300円(税込)

12：45集合～16：30 終了予定

[定員] ８組(４組以下の場合1面使用）

[受付] 3/22(月)AM9時から先着順(TEL受付可)

[注意事項] ※キャンセルは4/23(金)まで

その後のキャンセルは全額頂戴いたします

予選リーグ⇒同順位対決🎾

[時間]

楽しく試合をしましょ

5月在籍のスクール生のみ

[賞品] １～３位(参加賞あります)

[対象]

[日程] 5/1(土)大会・5/3(月･祝)大会



４試合を予定しています♪
(参加数により変更有)

[参加費] 1組3,300円(税込)

12：45集合～16：30終了予定

[定員] ８組(４組以下の場合1面使用)

[受付] 3/22(日) AM9時から先着順(TEL受付可)

[注意事項] ※キャンセルは４/23(金)まで

その後のキャンセルは全額頂戴いたします

予選リーグ⇒同順位対決🎾

[時間]

熱く男ダブしましょ

5月在籍のスクール生のみ

[賞品] １～３位(参加賞あります)

[対象]



いつも出れない方ぜひ♪

[参加費] 1組3,300円(税込)

16：45集合～20：30終了予定

[定員] ８組(４組以下の場合1面使用)

[受付] 3/22(月)AM9時から先着順(TEL受付可)

[注意事項] ※キャンセルは４/23(金)まで

その後のキャンセルは全額頂戴いたします

ナイター🎾

[時間]

熱く男ダブしましょ

5月在籍のスクール生のみ

[賞品] １～３位(参加賞あります)

[対象]
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