
私たちが健康づくりのお手伝いを致します！！2023年楽しくフィットネスしましょう！！

スポーツシティあいち　�0561-38-3031
SWIMMING　＆　FITNESS　　　　　　　　　　　　　　　愛知郡東郷町白鳥2-2-11

①入会金

②事務手数料

③指定用品（水着・バッグ・キャップ）

④初月月会費

全部まとめて0円

新春デビュー体験教室受講後

1/22（日）までにご入会いただくと

お年玉

キャンペーン
初月月会費&事務手数料

まとめて

－－－ －円(税込）

新年を楽しく・元気よくカラダを動かしませんか？

ご入会でさらに！！

お米

２㎏プレゼント

詳細は裏面をご覧ください。

フィットネス会員

※1月入会対象で、6ヶ月の継続が条件となります。

謹 賀 新 年



◆フィットネス会員
入会金 月会費 入会規定

11,000 9,240 高校生以上

16,500 14,960 高校生以上の方が

19,800 20,790 含まれるご家族

11,000 7,700 高校生以上

11,000 5,720 高校生以上 定員

◆スイミングスクール会員
入会金 月会費 曜日 対象

M2・M5 3,300 火・金（振替無）

MC 4,400 火・金（振替有）

M25 5,500 火・金

P2 火

P3 水

S

A

月-金

土

月-金

土

月-金

土

月-金

土

月-木

土

H 8,140 土 満3歳-

JS 不要 3,520 土・日・祝 5年生-中学生

◆他スクール会員
入会金 月会費 曜日 対象

MY 1,100 水 6ヶ月-5歳のお子様のママ

水

土

7,700 水・土 一般（高校生以上）

K2 5,500 5,500 火 3歳-中学生

〒470-0155　愛知県愛知郡東郷町白鳥二丁目2-11

・入会金　・初回月会費（現金・PayPay）　・入会事務手数料2.200円　　・指定用品代（スイミングスクールのみ） Instagramやってます♪

・口座番号控え（通帳・カード等）　・銀行お届け印（UFJ銀行、名古屋銀行、ゆうちょ銀行、JAバンク）

1月10日(火)　AM 10：00～
デイタイム 月-金　10：00-18：00

ベビーからシニアの方までのスイミングスクール&フィットネスクラブ 新年あけましておめでとうございます。

今年もSCあいちは、元気いっぱい、笑顔いっぱい、やる気いっぱいで頑張ります！

会員種別 施設利用時間
2023年　1月新春水泳体験教室フルタイム

月-土    10：00-21：30
 日　 　 10：00-17：00

ファミリー2名 習い事NO1！スイミングをスタートしよう！

ナイトタイム 月-金　18：00-21：30 クラス 日程 時間 対象

ファミリー3名
WEB受付

1月4日(水) AM9：00～
1月17日(火）PM23：59まで

窓口受付

泳力 参加費

デビュー1DAY 1/21（土） 受付 8：10-
体操 8：20-8：30
レッスン 8：30-9：15

15名
満3歳-
中学生

初めて-4泳法
（45分レッスン）

1,980円

デビュー2DAYS
　1月21(土）
　1月22(日)

10名 3,460円

プリスイミング 4,400 15：30-16：15 満2歳-4歳

クラス 時間

ベビー
スイミング

6,600

10：30-11：30
6ヶ月-
満5歳

学童
スイミング

週1
7.920

週2
10.340

土
10：15-11：30

入会金
事務手数料
指定用品

初月月会費
0円

満3歳-

13：15-14：30

お年玉入会特典B
15：15-16：30

14：15-15：30

C
16：15-17：30

15：15-16：30

選手 G 11,550
17：15-19：30

基準タイム以上
16：15-18：30

D
17：15-18：30

当スクール12級以上
16：15-17：30

育成 J 6,820
17：15-18：30

当スクール2級以上
16：15-17：30

ほのぼの 17：15-18：30

ジュニアフリー 10：00-17：00

クラス 時間

スイミング入会特典
入会金0円

指定用品プレゼント
（水着・キャップ・バッグ）

ママヨガ

ＳＷＩＭＭＩＮＧ＆ＦＩＴＮＥＳＳ

スポーツシティあいち

東郷町・愛知警察署東からすぐ

お申込みに必要なもの

上記時間

空手 17：45-19：00

今年最初の水泳体験教室は1年で最もお得にスタート
できるチャンスです★お年玉キャンペーンをご活用下さい！！

6,600

10：00-11：00

フラダンス HD
4,400

13:35-14：50
会員様

17:15-18：30

月 - 土　10：00-21：30
　日　　 10：00-17：00

営業時間

�0561-38-3031

ご見学は

いつでも

ご自由に

・右のQRコードよりお申し込みください。

・WEB予約をされた方のご入金手続きは、ご予約した日から1週間以内にお越しください。

・WEB予約で定員になる場合もありますので、ご了承ください。定員以降キャンセル待ちになります。

・お休みされた分の振替レッスン、返金はございません。

・キャンセル料については、右記の料金を頂戴いたしますのでご了承ください。(2日前・・30％ 前日・・50％ 当日・・100％)

� �

�

至日進駅

らくだ書店

愛知警察署 スポーツシティあいち パレマルシェ

高嶺小学校

アオキスーパー
リカーマウンテン

1/22までにご

入会の方

1/31までに

ご入会の方

・6ヶ月以上の継続が条件となります。

・過去半年以内の在籍者は対象外です。

・3ヶ月以上の継続が条件となります。

・過去半年以内の在籍者は対象外です。

全部まとめて



(携帯用) http://buscatch.net/scm/sports-city-aichi/application/index/33035/
(PC用) https://buscatch.net/scp/sports-city-aichi/application/index/33035/

・WEB予約をされた方のご入金手続きは、予約した日から1週間以内にお越しください。

・各クラス、定員以降はキャンセル待ちとなります。

・お休みされた場合の振替レッスン・返金はございません。

・キャンセル料につきましては、下記の料金を頂戴いたしますのでご了承ください。

(2日前・・30％　前日・・50％　当日・・100％)

TEL:0561-38-3031
2023年　1月新春水泳体験教室

あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願い致します

1月4日(水) 9:00 ～ 17日(火) 23:59まで

入 会 特 典

1年で最もお得なキャンペーンです。

2023年最初の水泳体験教室は

皆様のご予約お待ちしております。

WEB受付

予約URL・QRコード

1/31(火)までに入会手続きされた方1月22日(日)までに入会手続きされた方

新春1日体験

(日時) 1月21日(土)

(定員) 15名

(時間) 8：30～9：15

(参加費) 1,980円

新春2日間体験

(日時) 1月21日(土)・22日(日)

(定員) 10名

(時間) 8：30～9：15

(参加費) 3,460円

入会金・指定用品3点
事務手数料・初月月会費

円
※6か月継続が条件となります。
※過去半年以内の在籍者は対象外です。

お年玉特典 入会特典

入会金 0円
指定用品3点

プレゼント
※3か月継続が条件となります。
※過去半年以内の在籍者は対象外です。

ぜーーーーんぶ

まとめて

なんとっっ


