
ジュニア：18cm～22cm
一般：22.5cm～28.5cm

ラケット  or 
バックパック  or
ショップ券3,000円

無料体験レッ
スン受付中！！
22日（月）は
定休日

※詳しくは裏面を
ご覧ください。

入会金
通常6,000円（税込6,480円）

8,100円（税込）～13,500円（税込）

０円

初月受講料
テニスシューズ
プレゼント！

選べる
プレゼント！

通常2,000円（税込2,160円）
年会費０円

TEL.045-443-9621〒233-0016 神奈川県横浜市港南区下永谷6-2-11 2F
（横浜市営地下鉄ブルーライン「上永谷駅」、JR「東戸塚駅」よりバス停「般若寺橋」下車 徒歩2分） https://noah-totsuka.com ノア東戸塚 検索

入会受付、お問い合わせは

11 ～～1616 火火 2828 日

先行入会

大特典５

※上記内容は2018年1月31日（水）までに新規ご入会のお手続きをされ、2018年7月5日（木）までご継続していただく方に限ります。ご継続されない場合は、解約時事務手数料5,000円（税込）を頂戴いたします。※大人用ラケットプレゼントにはガット代及び工賃が必要です。

5,９８０円
ぜ～んぶあわせて

（税込）

インドアテニススクール

ノアインドアステージ東戸塚

オープン記念キャンペーン

先行入会受付中！

2月2日●
下永谷に
OPEN

広々インドアカ
ーペットコート

　冷暖房完備
＆

　　　　日焼
けの心配なし！ ～1/31●水

まで

金

堂々

※写真はイメージです



入会手続きに必要なもの

※上記内容は2018年1月31日（水）までに新規ご入会のお手続きをされ、2018年7月5日（木）までご継続していただく方限定の特典です。途中
での休会は出来ませんので、予めご了承ください。なお、期間の途中で、やむを得ず休会される場合は、解約時事務手数料として、¥5,000（税込）
が必要となります。※ご入会時には、キャッシュカード、暗証番号が必要となります。なお、２か月目以降の受講料は正規の料金を頂戴いたします。

検 索検 索ノア東戸塚https://noah-totsuka.com

３ヶ月目以降の受講料引き落とし手続き

キャンペーン料金 2ヶ月目
の
受講料

金融機関【預金通帳・お届け印】

キャッシュカードで簡単！＋ ＋ or
（税込）

公益財団法人 
日本体育協会 
公認テニス教師
公益社団法人　
日本テニス事業協会
公認テニスプロデューサーⅡ

公益財団法人 
日本体育協会 
公認テニス教師
公益社団法人　
日本テニス事業協会
公認テニスプロデューサーⅡ

公益財団法人 
日本体育協会 
公認テニス教師
公益財団法人 
日本テニス協会 
C級審判員

公益財団法人 
日本体育協会 
公認テニス教師
公益財団法人 
日本テニス協会 
C級審判員

公益財団法人 
日本体育協会 
公認テニス教師
公益財団法人 
日本テニス協会 
C級審判員

公益財団法人 
日本体育協会 
公認テニス教師
公益財団法人 
日本テニス協会 
C級審判員

小川コーチ小川コーチ 島貫コーチ島貫コーチ
支配人
鈴木コーチ
支配人
鈴木コーチ 井川コーチ井川コーチ 梅村コーチ梅村コーチ

コーチ紹介

☎入会受付お問い合わせはお電話で。

神奈川県横浜市港南区下永谷6-2-11 2F

ノアインドアステージ東戸塚 2013年度 関西経営品質賞

自社の総合的な取り組みが評価され
2013年度 関西経営品質賞優秀賞を受賞しました。

優秀賞 受賞

お客さまに合うコースをご案内します。3

入会手続きは簡単です! お電話でお申し込みください。

※定員がございますのでお早めにお申込みください。

チラシを見ました！1 まずはお気軽にお電話下さい。（ご質問•お問い合わせもOK!!）

キャンペーンの予約を受付いたします。2 期間限定なのでお早めに！

●忙しい方も大丈夫！
“振替制度” ●安心の“返金制度” ●「初心者の方」専用クラス

「明日は忙しくて受講できない！」
といった場合でも多くのクラスの
中から同じレベルのクラスに振替
可能。忙しい方に最適です。

ノアのコーチ陣は、明るく元気で研修を重
ねた熱心なコーチが揃っています。
もし1回目のレッスンが気に入らなかった
ら、初回のご入金分を全額返金致します。

初心者の方が不安になる原因の第一位が
「ついていけるか心配」。このクラスは、不安
になる要素がある方専門です。聞きたい事
•楽しむ方法•笑顔になる方法を伝えます。

ジュニアコース
受講料/1ヵ月

・４歳～就学前…J１　・小学１年生・２年生…J２
・小学３年生～６年生（初心者）…J３
・小学校３年生～６年生（経験者）…J４

7,500円 
（税込8,100円）

週 1回
（月 4回）

一般コース受講料/1ヵ月 対象：中学生以上
初心者（55分） 平日昼間（80分） 土日・ナイター（80分） 中高生（80分）

7,500円 
（税込8,100円）

11,500円 
（税込12,420円）

12,500円
 （税込13,500円）

11,500円 
（税込12,420円）

週 1回（月 4回） 週 1回（月 4回） 週 1回（月 4回） 週 1回（月 4回）

レッスン時間割  こちらから時間をお選び下さい体験レッスン随時受付中！

初
心
者

経
験
者

火～金

　9:30～10：25
10 :30～11：25
11 :30～12：25
12 :30～13：25
13 :30～14：25
14 :30～15：25
18 :40～19：35
19 :40～20：35
20 :40～21：35

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

　8 :00～8：55
　9 :00～9：55
10 :00～10 :55
11 :00～11 :55
12 :00～12 :55
13 :00～13 :55
17 :00～17 :55
18 :00～18 :55
19 :00～19 :55

　8 :00～8：55
　9 :00～9：55
10 :00～10 :55
11 :00～11 :55
12 :00～12 :55
13 :00～13 :55
14 :00～14 :55

土 日

火～金 土 日

火～木 金 土 日

15:30～16：25

16:30～17：25

17:30～18:25

16:30～17：25

17:30～18:25

15:30～16：25

16:30～17:25

14:00～14：55

15:00～15:55

16：00～16：55

　8 :00～9：20
 9 :30～10：50
11 :00～12：20
12 :30～13：50
14 :00～15：20
15 :30～16：50
17 :00～18：20
18：30～19：50
20：00～21：20

【料　金】無 料　　【受　付】先着順受付 お電話か直接フロントにて
ジュニアクラス

一
般
ク
ラ
ス

火～金 土

18:40～20：00 18：30～19：50

中高生

【水・木のみ開催】21:40～23：00

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

実施１月１６日（火）～２８日（日） ※２２日（月）定休

「はじめてで少し不安…」「スクールの雰囲気を見てみたい」⇒まずは体験レッスンにご参加下さい！

全国展開のノアだから安心、充実のレッスンシステムです!

●ブルーライン「上永谷」駅下車　
　バス 神奈川中央交通【30】上大岡駅行き／【東12】東戸塚駅東口行き 「般若寺橋」下車
　トヨタカローラさんとサンクスさんの間
●JR「東戸塚」駅下車
　バス 神奈川中央交通【上202】上大岡駅行き（南高経由）／【東12】京急ニュータウン行き 「般若寺橋」下車
　トヨタカローラさんとサンクスさんの間

東戸塚校支配人の鈴木です。
ノアではお客様にとって居心地の良い空間をご提供いたします。
また「テニス」を通して、多くのお客様が親睦を深めていらっしゃる光景を見かけると、いつも嬉しく思います。
このノア東戸塚校でも多くの出会いを生み、皆様のテニスライフがより一層楽しくなるようサポートいたします。
皆様のご来館を、スタッフ一同、心からお待ちしております。

アクセス
【電車の場合】

冷暖房完備のインドアコートは一年中がベストシーズン！

TEL.045-443-9621

ゆっくりとくつろげるロビーゆっくりとくつろげるロビー
充実設備で
思いっきり
テ ニ ス が
楽しめ る！

シャワー＆パウダールームでレッスン後のリフレッシュ！シャワー＆パウダールームでレッスン後のリフレッシュ！清潔、快適なロッカールーム清潔、快適なロッカールーム

5,980円
只今キャンペーン中！

東戸
塚駅

下永谷駅

上永谷駅

ファミリーマートファミリーマート

品濃小品濃小

サンクスサンクス

ローソンローソン

永谷小学校永谷小学校

永野小学校永野小学校

セブンイレブンセブンイレブン

イトーヨーカドーイトーヨーカドー 至磯子至磯子

至上大岡至上大岡

「般若寺橋」バス停「般若寺橋」バス停
大津スイミング大津スイミング

TSUTAYATSUTAYA

TSUTAYATSUTAYA
ヤマダ電気ヤマダ電気

すき家すき家

夢庵夢庵

品濃小学校前

平戸立体

環2般若寺

環2中永谷

永野小学校下

下永谷駅入口

上永谷駅入口

環2水田

般若寺橋際

平戸

地下鉄
ブルーライン

JR東
海道
本線

国道
1号線
（東
海道
）

環状
2号
線

環状2号線

ノアインドアステージ東戸塚
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