
＜キッズスクール＞ 

・水泳(乳幼児～ジュニア) ・体操(乳幼児～小学生) ・アクロバット対策 ・アクロバット 

 

＜現在のスクール会員と正会員の 1年間料金比較＞   

スクール会員（週 1回）と正会員の 1年間の料金比較  ※1年間のスクール回数は 48回です。 

スクール会員    ①月会費 7,810 円×12ヵ月＝93,720 円  ②年間施設費 4,620 円 合計 98,340 円 

正会員（15才以下） ①10 回回数券 12,430 円×5回＝62,150 円 ②年間施設費 10,890円 合計 73,040 円 

正会員の方が、差額 25,300 円 お得！ 

※お休みの際、回数券は減りませんので、さらにお得です。 

 

スクール会員（週 2回）と正会員の 1年間の料金比較  ※1年間のスクール回数は 96回です。 

スクール会員    ①月会費 10,120 円×12 ヵ月＝121,440 円  ②年間施設費 4,620 円 合計 126,060 円 

正会員（15才以下） ①10 回回数券 12,430 円×10回＝124,300 円 ②年間施設費 10,890 円 合計 135,190 円 

スクール会員の方が、差額 9,130 円 お得！（但し、正会員の回数 4 回分あり） 

※お休みの際、回数券は減りませんので、正会員の方がお得になる場合があります。 

 

スクール会員（週 3回）と正会員の 1年間の料金比較  ※1年間のスクール回数は 144 回です。 

スクール会員   ①月会費 12,320 円×12ヵ月＝147,840 円  ②年間施設費 4,620 円 合計 152,460 円 

正会員（15才以下）①3ヶ月ﾌﾘｰﾊﾟｽ 37,840円×4 ヵ月＝151,360 円 ②年間施設費 10,890円 合計 162,250 円  

                                                         スクール会員の方が、9,790 円お得！ 

 

スクール会員（週 4回）と正会員の 1年間の料金比較  ※1年間のスクール回数は 192 回です。 

スクール会員   ①月会費 14,520 円×12ヵ月＝174,240 円  ②年間施設費 4,620 円 合計 178,860 円 

正会員（15才以下）①3ヶ月ﾌﾘｰﾊﾟｽ 37,840円×4 ヵ月＝151,360 円 ②年間施設費 10,890 円 合計 162,250 円   

                                                         正会員の方が、16,610 円お得！ 

 

スクール会員（週 5回）と正会員の 1年間の料金比較  ※1年間のスクール回数は 240 回です。 

スクール会員   ①月会費 16,720 円×12ヵ月＝200,640 円  ②年間施設費 4,620 円 合計 205,260 円 

正会員（15才以下）①3ヶ月ﾌﾘｰﾊﾟｽ 37,840円×4 ヵ月＝151,360 円 ②年間施設費 10,890 円 合計 162,250 円  

                                                         正会員の方が、43,010 円お得！ 

 

＜正会員サービス内容＞ ※下記サービス内容は変更する場合がございますので予めご了承ください。 

☆毎回大・小タオルセットを無料貸出  ☆使うときだけ利用料をお支払い 

大人の方はさらに、 

☆在館時間無制限  ☆専用クラブルームの利用が可能 ☆スクール参加無料（※一部有料スクール有） 

※単独月会費スクールやイベントやパーソナルレッスン時は、大・小タオルセットの無料貸出は致しません。 

 

スクール会員と正会員の変更手数料 及び 変更手続期間について 

スクール会員 ： 変更手数料 660円。変更期間は、月単位（月末締めの翌月スタート） 

正 会 員  ： 変更手数料 無料。変更期間は、週単位（日曜日締めの翌週もしくは翌月スタート） 

※テスト週に水泳スクールの曜日・時間変更や回数を増やすことは出来かねます。 

 

祝日等の振替券について 

正会員は入場料制の為、振替券の配布はございません。予めご了承ください。 

 

上記は 2021 年 3月までの月会費・入場料（全て税込）です。今後、料金・サービス内容など変更する場合ございます。 



＜キッズスクール＞ 

・新体操 ・バレエ・ダンス系スクール ・ふわふわトランポリン ・キッズトランポリン ・キッズ空手 

 

＜現在のスクール会員と正会員の 1 年間料金比較＞  

スクール会員（週 1回）と正会員の 1年間の料金比較   ※1年間のスクール回数は 48回です。 

スクール会員    ①月会費 8,360 円×12ヵ月＝100,320 円  ②年間施設費 4,620 円 合計 104,940 円 

正会員（15才以下） ①10 回回数券 12,430 円×5回＝62,150 円 ②年間施設費 10,890円 合計 73,040 円 

正会員の方が、差額 31,900 円 お得！ 

※お休みの際、回数券は減りませんので、さらにお得です。 

 

スクール会員（週 2回）と正会員の 1年間の料金比較   ※1年間のスクール回数は 96回です。 

スクール会員    ①月会費 10,670 円×12 ヵ月＝128,040 円  ②年間施設費  4,620 円 合計 132,660 円 

正会員（15才以下） ①10 回回数券 12,430 円×10回＝124,300 円 ②年間施設費 10,890 円 合計 135,190 円 

スクール会員の方が、差額 2,530 円 お得！（但し、正会員の回数 4 回分あり） 

※お休みの際、回数券は減りませんので、正会員の方がお得になる場合があります。 

 

スクール会員（週 3回）と正会員の 1年間の料金比較  ※1年間のスクール回数は 144 回です。 

スクール会員   ①月会費 12,870円×12ヵ月＝154,440 円  ②年間施設費 4,620 円 合計 159,060 円 

正会員（15才以下）①3ヶ月ﾌﾘｰﾊﾟｽ 37,840円×4 ヵ月＝151,360 円 ②年間施設費 10,890円 合計 162,250 円  

                                                         スクール会員の方が、3,190 円お得！ 

 

スクール会員（週 4回）と正会員の 1年間の料金比較  ※1年間のスクール回数は 192 回です。 

スクール会員   ①月会費 15,070 円×12ヵ月＝180,840 円  ②年間施設費 4,620 円 合計 185,460 円 

正会員（15才以下）①3ヶ月ﾌﾘｰﾊﾟｽ 37,840円×4 ヵ月＝151,360 円 ②年間施設費 10,890円 合計 162,250 円  

                                                         正会員の方が、23,210 円お得！ 

 

スクール会員（週 5回）と正会員の 1年間の料金比較  ※1年間のスクール回数は 240 回です。 

スクール会員   ①月会費 17,270 円×12ヵ月＝207,240 円  ②年間施設費 4,620 円 合計 211,860 円 

正会員（15才以下）①3ヶ月ﾌﾘｰﾊﾟｽ 37,840円×4 ヵ月＝151,360 円 ②年間施設費 10,890円 合計 162,250 円  

                                                         正会員の方が、49,610 円お得！ 

 

＜正会員サービス内容＞ ※下記サービス内容は変更する場合がございますので予めご了承ください。 

☆毎回大・小タオルセットを無料貸出  ☆使うときだけ利用料をお支払い 

大人の方はさらに、 

☆在館時間無制限  ☆専用クラブルームの利用が可能 ☆スクール参加無料（※一部有料スクール有） 

※単独月会費スクールやイベントやパーソナルレッスン時は、大・小タオルセットの無料貸出は致しません。 

 

スクール会員と正会員の変更手数料 及び 変更手続期間について 

スクール会員 ： 変更手数料 660円。変更期間は、月単位（月末締めの翌月スタート） 

正 会 員  ： 変更手数料 無料。変更期間は、週単位（日曜日締めの翌週もしくは翌月スタート） 

※テスト週に水泳スクールの曜日・時間変更や回数を増やすことは出来かねます。 

 

祝日等の振替券について 

正会員は入場料制の為、振替券の配布はございません。予めご了承ください。 

 

上記は 2021 年 3月までの月会費・入場料（全て税込）です。今後、料金・サービス内容など変更する場合ございます。 


