【今後の予定】

2017 年 9 月 4 日現在

■2017 年 10 月まで→従来通りのタイムスケジュールとなります。
■2017 年 11 月・12 月、2018 年 1 月→新タイムスケジュールになります。
■2018 年 2 月・3 月→新タイムスケジュールになります。
■2018 年 4 月～9 月→年度が変わる為、未定となります。
＊2017 年 11 月以降、土日昼間クラスは閉講となります。その他の時間帯は縮小しての営業
となります。
2018 年 10 月～2019 年 7 月まで
有明テニスの森公園での営業は出来ません。
2019 年 8 月以降
有明テニスの森公園の営業再開は未定となります。
再開時期・再開時の詳細につきましては、決まり次第、改めてお知らせ致します。
駐車場について
2017 年 11 月以降、有明テニスの森公園の駐車場は使用不可となる見込みです。

2017 年 11 月からのご案内

【開講レベルについて【ABTA 会員のみ】】
有明ベイサイドテニスアカデミー(ABTA)におきましてはレベル編成を変更させて頂きます。
現在の初心・初 1・初 2・初中・中・中上・上・最上を 2017 年 11 月以降は下記のレベルで
開講致します。

2017 年 11 月からの開講レベル

振替可能レベル

初級クラス

初級まで

初中級クラス

初級・初中まで

中級クラス

初中・中級まで

上級クラス

中級・上級まで

ﾚﾃﾞｨｰｽ・ﾄｰﾅﾒﾝﾄ ＊中級以上の女性限定 中級・ＬＴ・ゲームまで
ゲームクラス

＊初中級以上の男女

ゲーム・初中まで

＊有明ジュニアテニスアカデミーにおきましては変更ございません。

【レッスン時間&クラス編成（土日昼間クラスの開講は無し）】
2017 年 11 月よりクラス編成が変更となります。詳細はＨＰをご確認ください。
なお、クラス編成は随時、変更させて頂く場合がございます。予めご了承下さい。
■ABTA
2017 年 10 月まで

2017 年 11 月から

平日昼間 9：40～11：40 のＬＴ

平日夜

土・日

2018 年 2 月・3 月【予定】

11：15～13：15 に変更 変更なし

11：20～12：50

11：15～12：45 に変更 変更なし

13：30～15：30

13：25～15：25 に変更 変更なし

16：30～18：00

変更なし

18：30～19：55

閉講

20：00～21：25

変更なし

21：35～23：00

21：30～22：55 に変更 閉講

18：15～19：40

18：00～19：25 に変更 19：00～20：25 に変更

19：50～21：15

19：30～20：55 に変更 20：30～21：55 に変更

17：00～18：30
20：30～21：55 に変更

■土曜日・日曜日の 9：30～17：35【土日昼間クラス】は閉講。その他はスケジュール参照
■月曜日Ａ4 初心(16：30～18：00)は 2017 年 9 月までで閉講となります。
■AJTA
【閉講クラス】

2017 年 11 月から

月曜日

Ｊ1-90 選抜Ｌ1【16：30～18：00】＊2017 年 9 月までで閉講

木曜日

Ｕ4 選抜【18：00～20：00】

土曜日

Ｋ6.Ｋ7.Ｊ6-60.Ｊ7-90.Ｊ8-90.Ｊ9-90.Ｊ10-90【12：30～21：00】
Ｕ6/Ｕ7【15：40～17：40/18：00～20：00】

日曜日

Ｋ8.Ｋ9.Ｊ11-60.Ｊ12-90.Ｊ13-90.Ｊ14-90【12：30～18：00】
Ｕ8/Ｕ9【15：40～17：40/18：00～20：00】

【新設クラス】

クラス

2017 年 11 月から 2018 年 2 月.3 月【予定】

金曜日

Ｕ5 選抜

18：00～20：00

18：30～20：30

土曜日

Ｊ6-90Ｌ3.Ｌ2.Ｌ1.選抜Ｌ2

16：10～17：40

17：00～18：30

Ｕ6Ｌ3.Ｌ2.Ｌ1.選抜

16：00～18：00

17：00～19：00

Ｊ7-90Ｌ3.Ｌ2.Ｌ1.選抜Ｌ2

16：10～17：40

17：00～18：30

Ｕ7Ｌ3.Ｌ2.Ｌ1

16：00～18：00

17：00～19：00

日曜日

■新設クラスには 2017 年 11 月からクラスが無くなる会員様を優先させて頂きます。
その後、クラスに空きがあれば受付を開始致します。
【その他クラス】

2017 年 11 月から

2018 年 2 月.3 月【予定】

月～金・キッズクラス【Ｋ】

変更なし

変更なし

月～金・小学生クラス【Jr】

変更なし

17：00～18：30

月～金・アンダークラス【Ｕ】 変更なし

＊一部、閉講あり

＊60 分は変更なし

18：30～20：30

■担当コーチは未定となります。決まり次第、ＨＰ又はフロントにてご用意致します。

【年会費について】
現在、全ての会員様から頂いておりません。
改めて頂戴する時は別途、お知らせ致しますので宜しくお願い致します。

【期について】
2017 年 10 月より現在の 1 期３ヶ月制を 1 期 1 ヶ月制とさせて頂きます。
スクールカレンダーは現在、調整中です。決まり次第、ＨＰ又はフロントにてご用意致します。

【お振替について】
2017 年 10 月分から下記の様に変更させて頂きます。
2017 年 9 月まで【1 期 3 ヶ月】 2017 年 10 月から【1 期 1 ヶ月】
自己都合の欠席分

雨天中止分

■1 期 4 回まで無料で消化

■1 期の回数制限なし

■5 回目から￥540 の手数料
■有効期限：2017 年 12 月末
■持越し：1 回のみ

■￥540 の手数料なし
■有効期限：2 期先まで（例）10 月は 12 月末まで
■持越し：1 回のみ

■2017 年 12 月末まで全て有効

■2 期先まで全て有効

■振替差額の変更はございません。差額の返金もございませんので予めご了承ください。
■複数受講をされている会員のお客様はご注意下さい。持ち越せない欠席分は 1 ヶ月以内の
消化となります。

【休会について】
2017 年 10 月以降、休会されるお客様は休会料を無料とさせて頂きます。
2017 年 11 月以降、継続が厳しいお客様は 10 月から休会のお手続きをし、10 月にお振替の
消化をお奨め致します。
■月初めからの申込みになります。(月の途中からは不可)
■お振替は有効期限内、使用可能となります。
■在籍の確保は出来ません。
＊2017 年 10 月から退会は受付をＳＴＯＰさせて頂きます。【振替消化が出来ない為】
＊2017 年 10 月から退会のお手続きをお済ませの方は当スクールで休会とさせて頂きます。
有効期限内のお振替はご使用が可能となります。ぜひ、お使いください。
＊ご希望のお客様は 2017 年 9 月 27 日までに必ずフロントまでご連絡下さい。
なお、口座振替のお客様は 2017 年 9 月 19 日までにお願い致します。(10 月引落変更の締切日)

【在籍休会について(ABTA 会員のみ)】
2017 年 10 月以降、廃止とさせて頂きます。
■2017 年 8 月よりお申込み頂いた会員様には別途、￥2160 の返金チケットを同封致します。
ご復会が困難な会員様はお手数おかけ致しますがフロントまでご持参ください。
ご返金の手続きをさせて頂きます。【有効期限はチケット参照】
なお、復会する場合は復会時の受講料に充当させて頂きます。フロントまでご連絡下さい。

【特別参加【ＡＪＴＡ会員のみ】】
2017 年 10 月より下記の様に変更させて頂きます。
■当日受付のみ【電話予約のみ可能】
■特別参加料金に変更はございません。
＊規模縮小に伴い、クラス数が減った為、当面の間は振替の方を優先させて頂きます。
＊ＡＢＴＡ会員は従来どおりとなります。

【クラス変更・複数受講】
2017 年 9 月 17 日～9 月 30 日の間は一旦、受付を止めさせて頂きます。
なお、受付再開は 2017 年 10 月(予定)からとさせて頂きます。ご希望の会員様は 10 月以降
お問い合わせ下さい。なお、クラスに空きが無い場合はキャンセル待ちとなります。

【来期からの届出受付】
2017 年 10 月よりクラス変更届け・複数受講届け・復会届けは下記の受付日より受付可能
となります。
【クラス変更届け・複数受講届け・復会届け】
受付開始：変更したい月(期)の前月 20 日以降
■2017 年 9 月 17 日～9 月 30 日の間は一旦、受付を止めさせて頂きます。
【休会届け】
受付開始：休会したい月(期)の前月から

【キャンセル待ち】
2017 年 11 月以降、閉講するクラスに関しては受付が出来ませんので予めご了承下さい。
なお、継続するクラスに関しましては受付致しますが、状況によってはキャンセル待ち
自体がキャンセル扱いとなる場合がございますので予めご了承ください。

注意

以上のご案内については急遽、変更になる場合がございますので
予めご了承くださいませ。

