
スクール生の皆様へ

　日頃よりモリタテニススクールをご愛顧賜り、誠に有難うございます。

　さて、昨今の電気・ガス料金等の諸物価上昇による経費増加等の影響を受け、当wellモリタ

テニススクール住之江では運営の効率化や固定費の削減に努めてまいりましたが、残念ながら

施設運営品質の維持が難しい状況となってまいりました。

　つきましては、下記の通り受講料の価格を改定させていただきたく存じます。厳しい社会

情勢の中、スクール生の皆様のご負担を増やしてしまいますことを心よりお詫び申し上げ

ます。

　当wellモリタテニススクール住之江では、次の時代への永続的な運営と施設の充実・向上を

目指し、取り組んでまいります。

　何卒、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます

＜対象クラス＞　全てのクラスにおいて

＜改定時期＞　　令和5年4月分の受講料から

＜改定内容＞　　一律で550円(税込)の値上げとさせていただきます

令和5年2月吉日

モリタスポーツ・サービス株式会社

スクール料金改定のお知らせ

記

以上



スクール生各位

JA1 JA1

JA2 ・JB JA2 ・JB

JSA・JSB JSA・JSB

初中級 初中級

中級 中級

はじめて はじめて

初級1 初級1

初級2 初級2

初中級 初中級

中級 中級

初中級

中級

上級

2023年2月16日

モリタテニススクール住之江

支配人　高橋　智範

平日(月～金)　夕方以降の時間帯変更について

　いつも当テニススクールをご利用いただき誠にありがとうございます。

さて表題の件ですが、以前からの「もっと通いやすい時間帯を設定して欲しい」などのご要望に

お応えすべく、４月から平日の夕方以降の時間帯に限りレッスン開始および終了時間の変更を

させていただきます。今後とも皆様から愛されるスクールを目指し、更なるサービスの向上に

努めてまいります。ご理解、ご協力をいただけますようお願い申し上げます。

16:55～17:55

＜３月末まで＞ ＜４月から＞

17:00～18:00

16:55～18:25 17:00～18:30

→

→

18:30～20:00 18:45～20:15

19:00～20:00 19:15～20:15

20:05～21:35 20:20～21:50

→

→

→

21:40～23:10 →

22:00で営業時間を

ご利用ありがとうございました

終了とさせていただきます



スクール生各位

曜日 時間 クラス 旧担当 新担当 曜日 時間 クラス 旧担当 新担当

9:30～11:00 初級2 高橋 山口 17:00～18:00 JA1 市原 前田

11:10～12:40 初級2 高橋 山口 18:45～20:15 JSB 丸谷 前田

15:45～16:45 キッズ 高橋 山口 20:20～21:50 初中級 丸谷 前田

17:00～18:00 JA1 高橋 山口 （木） 18:45～20:15 JSA 大山 池畑

18:45～20:15 初中級 高橋 山口 9:40～11:10 初級2 高橋 山口

18:45～20:15 JSA 丸谷 前田 11:20～12:50 中級 高橋 山口

20:20～21:50 初級2 高橋 山口 13:00～14:00 JA1 高橋 山口

20:20～21:50 中級 丸谷 前田 14:00～15:00 はじめて 山口 木岡

9:30～11:00 初級1 高橋 池畑 15:00～16:30 初級2 水野 木岡

11:10～12:40 初級2 高橋 池畑 15:00～16:30 JA2 高橋 山口

17:00～18:00 JA1 高橋 池畑 16:40～17:40 はじめて 水野 池畑

18:45～20:15 JSA 大山 前田 16:40～18:10 中級 高橋 山口

19:15～20:15 はじめて 高橋 池畑

20:20～21:50 初級2 丸谷 前田

高橋・・・ 住之江校と甲子園校の兼務となります。 山口・・・ (月)(火)(土)を住之江校で勤務となります。

丸谷・・・ 大学を卒業し、4月から一般企業に就職。 池畑・・・ (火)(木)(土)を住之江校で勤務となります。

大山・・・ 大学を卒業し、4月から教育関係にに就職。 前田・・・大学１回生。(月)(火)(水)の夕方以降を担当。

以上

さて表題の件ですが、人事異動に伴う４月からの担当コーチに変更があるクラスがあります。

2023年2月17日

モリタテニススクール住之江

支配人　高橋　智範

人事異動に伴う担当コーチの変更について

　いつも当テニススクールをご利用いただき誠にありがとうございます。

永く慣れ親しんだコーチの変更により戸惑ってしまうお客様もあるかもしれませんが、

ご理解いただき、今後も新担当コーチと共にプレーを楽しんでいただけると幸いです。

変更が予定されているクラスは下記の通りです。

記

（月）

（水）

（土）

（火）



60分レッスン 土日ナイター

13：00～14：30

初級２ 中級 初中級 初級２ 中級 レンタルコート JA2 JSA 初中級 中級 初級２

山口 阪下 阪下 山口 阪下 阪下 前田 山口 前田 山口

15：45～16:45 17：00～18：00 18:15～19:15

キッズ JA1 レンタルコート

山口 山口

レンタルコート 初中級 初中級 初級２ レンタルコート 初中級ゲーム レンタルコート L中級ｹﾞｰﾑ JB JA2 初中級 JSA 初中級 初級２

山口 山口 池畑 金丸 金丸 金丸 高 高 前田 高 前田

14:30～15:30 15:45～16:45 17：00～18：00 18:15～19:15

レンタルコート キッズ JA1 レンタルコート

募集中 池畑

中級 初級２ L中級ｹﾞｰﾑ 初中級 L中級ｹﾞｰﾑ 初中級ゲーム L中級ｹﾞｰﾑ 初中級ｹﾞｰﾑ JB JA2 初中級 JSB 初中級 初級２

水野 金丸 金丸 水野 高 金丸 金丸 高 金丸 高 青木 前田 前田 青木

14:30～15:30 15:45～16:45 17：00～18：00 18:15～19:15

レンタルコート レンタルコート JA1 レンタルコート

前田

13：00～14：30

中級 初級２ 中級 初中級 中級 レンタルコート JA2 中級 JSA 中級 初級２

阪下 高 高 阪下 阪下 池畑 鈴木 池畑 池畑 鈴木

15:45～16:45 17：00～18：00 18:15～19:15

キッズ JA1 レンタルコート

阪下 阪下

初中級 初級２ 中級 初中級 中級 初中級 レンタルコート L中級ｹﾞｰﾑ JB JA2 中級 JSA 初中級 初級２

高橋 馬場 高橋 馬場 阪下 募集中 高橋 高橋 阪下 鈴木 阪下 阪下 鈴木

14:30～15:30 15:45～16:45 17：00～18：00 18:15～19:15

レンタルコート キッズ JA1 レンタルコート

阪下 鈴木

中級 初級２ 初中級 初級２ 中級 初中級 JB JA2 JA2 初級２ 中級 初級2 初中級 JSB レンタルコート レンタルコート

池畑 上野 上野 山口 山口 上野 高 池畑 山口 木岡 山口 高 高 池畑

9:40～10：40 11:50～12：50 13:00～14：00 14：00～15：00

はじめて キッズ レンタル JA1 JA1 はじめて

募集中 池畑 ミニコート 池畑 山口 木岡

中級 初級２ 初中級 初級２ 中級 初中級 JB JA2 JSA 初級２ 中級 初中級 レンタルコート JSA レンタルコート レンタルコート

高橋 上野 高橋 上野 高 上野 高 上野 高 阪下 高橋 市原 高

9:40～10：40 11:50～12：50 13:00～14：00 14：00～15：00

はじめて キッズ レンタル JA1 JA1 はじめて

阪下 阪下 ミニコート 阪下 高橋 募集中

イベントについては
ホワイトボード、HP
などの案内をご覧く

ださい。

※変更になる
場合もあります。

4月から新設予定の
〈水〉13:00～L中級ゲーム

〈金〉11:10～中級
は3/1(水)9:00～受付開始

(TEL予約可)

女子ダブルスウィークリー大会

ﾊｰﾌ

9：30～11:00 11:10～12:40 13:00～15:30 19：15～20：15

Wellモリタテニススクール住之江　2023年　第1期　＜4/1(土)～6/30(金)＞　タイムテーブル ※クラスの開講、
未開講はフロントに
お尋ねください左よりAコート、Bコート 2023.2.17　現在

月

一般

9：30～11:00 11:10～12:40 13：00～16：30 17：00～18：30

20：20～21：50

レンタルコート レンタルコート レンタルコート はじめて 初級１

18：45～20：15 20：20～21：50

募集中 阪下

火

一般

9：30～11:00 11：10～12:40 13:00～14:30 14:40～16:10 17：00～18：30 18：45～20：15 20：20～21：50

ﾊｰﾌ

9：30～11：00 11:10～12:10 13：30～14：30 19：15～20：15

池畑 募集中 募集中 池畑

20：20～21：50

初級１ はじめて はじめて はじめて レンタルコート

レンタルコート はじめて レンタルコート はじめて 初級１

17：00～18：30 18：45～20：15 20：20～21：50

9:30～11：00 11：10～12:10 13：00～14：30 19：15～20：15 20：20～21：50

9：30～11:00 11：10～12:40 13:00～14:30 14:40～16:10

高 募集中

木

一般

9：30～11:00 11：10～12:40 13：00～16：30 17：00～18：30 18：45～20：15

ﾊｰﾌ

水

一般

募集中

20：20～21：50

女子ダブルスウィークリー大会

ﾊｰﾌ

9:30～11：00 11：10～12:40 13:00～15:30 19：15～20：15 20：20～21：50

募集中 阪下

レンタルコート レンタルコート レンタルコート はじめて 初級１

レンタルコート はじめて レンタルコート 初級１ レンタルコート

17：00～18：30 18：45～20：15 20：20～21：50

9:30～11：00 11：10～12：10 13:00～14:30 19：15～20：45 20：50～21：50

9：30～11:00 11：10～12:40 13:00～14:30 14:40～16:10

高橋

土

一般

8：00～9:30 9:40～11:10 11:20～12：50 13:20～14：50 15:00～16:30

ﾊｰﾌ

金

一般

阪下

16:40～18:10 18:20～19:50 20:00～21:30

ﾊｰﾌ

8：00～9:30 10：40～11:40 15：00～16：30 16:40～17:40 18:20～19:50 20:00～21:30

池畑

初級１ 初級１ はじめて レンタルコート レンタルコート

日

一般

8：00～9:30 9:40～11:10 11:20～12：50 13:20～14：50

阪下

募集中 募集中

15:00～16:30 16:40～18:10 18:20～19:50 20:00～21:30

ﾊｰﾌ

8：00～9:30 10：40～11:40 15：00～16：30 16:40～17:40

募集中 阪下

18:20～19:50 20:00～21:30

初級１ 初級１ はじめて レンタルコート レンタルコート
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