
2018年度　スポーツクラブCUPS西宮北口 　時間割・募集要項 有効期間：2018年12月1日～2019年3月31日

（料金は税別） （料金は税別）

種　目 クラス／対象 曜　日 時　間 月会費 クラス／対象 曜　日 時　間 月会費

火

月

火 火

水 木

金 金

土A 9：30～10：25 日 13：30～14：20
土B 13：35～14：30 月

日曜コース②Ａ 10：50～11：45 火

日曜コース②Ｂ 12：00～12：55 木

火 金

水 日 14：45～15：40
金 月A 15：20～16：15
土A 10：40～11：40 月B 16：30～17：25
土B 11：50～12：50 火

日曜コース①Ａ 10：50～11：50 木

日曜コース①Ｂ 12：00～13：00 金

火 日A 8：50～9：45
水 日B 10:05～11:00
金 火

土 14：45～15：45 木

水 金

金 木

月 金

火 日 11:15～12:15
水

木

金 ★日曜日隔週開講特別コース★
土A 8：30～9：20
土B 14：10～15：00

日曜コース①

日曜コース②

月A

火A

水A 人気のトランポリンと体操を一度に９０分間たっぷり練習できるコース！月２回の隔週開講です。

木A ※体操＆トランポリンの午前、午後間でのお振替えは致しかねますので、ご了承願います。

金A

月B 【入会金】　10,000円（税別）　※Geebabiesは入会金不要。
火B 複数の種目を受講していただくことによる割引制度があります。詳細はスタッフまでお問い合わせください。

水B ＜レッスンについて＞

木B 【スケジュール】 通常クラス／年４３回。日曜日クラス／年２４回。詳細は年間スケジュールをご確認のうえご参加ください。

金B 【定員】 各クラスにより定員は異なります。詳細についてはお問い合わせください。

土A 9：30～10：30 【最少催行人数】 各クラス最少催行人数を設けております。状況により開講を見合わす場合がございますので予めご了承ください。

土B 10：40～11：40 【受講クラス】 対象はあくまでも目安です。レベルによりクラス分けをしておりますので担当コーチへご相談ください。

土C 11：50～12：50 【振 　替】 月に1度、振替制度をご利用いただけます。お休みされた当月もしくは翌月中に取得してください。

土D 13：00～14：00 ※日曜コースへのお振替え、コース①、②間でのお振替えは致しかねますのでご了承願います。

土E 15：10～16：10 【入会申込み】 ご入会いただく前に必ず体験レッスンをご受講ください。体験後、担当者と相談のうえ、受講クラスをお決めください。

土F 16：20～17：20 【各種お手続き】 休会、退会の各種手続きを行う場合は、前月の２０日までに所定の書類を当クラブまでご提出ください。

日曜コース①

日曜コース② ＜受付時間＞　月～金／10：30～19：00　　土／9：00～17：30　　日／9：00～16：00
火 上記受付時間外のお問い合わせは公式ＨＰのお問い合わせフォームより承っております。
木

11：00～11：50

9,300

9,300

13：10～14：05

15：20～16：15

16：30～17：30

17:40～18:40

体操

土 8：30～9：15

月2回／4,600

月2回／4,800

げんきっず　４-６
（年中・年長）

ジュニア９
（小１～小３）

8,800

8,800

17：40～18：40

16：30～17：30

水
14：20～15：05

8,300

アドバンス
（全学年）

トランポリン

15：20～16：10

8,80018：45～19：45

8,300

12：00～13：00 月2回／4,800

17：35～18：35

14：20～15：05 8,300

ジュニア
（小・中学生）

キッズ
（年中～小学生低学年）

10：50～11：40
トランポリン

＆体操

種　目

ジュニア１２
（小４～小６）

ぴょんきっず
（年少）

8,300げんきっず　３-４
（満３歳・年少）

Gym＆English

Geebabies

15：20～16：15

月2回／4,600

16：25～17：25

8,800

9：50～10：35
※生後10～20ヶ月

（親子クラス）

5,000
※月２回コース

 ※入会金はGeekids
進級の際に発生いた

します。

月

金

8,000年中～小学生

9：00～10：30
（90分）日曜

コース①

日曜
コース②

9：00～10：30
（90分）

15：00～16：30
（90分）

２０～３６ヵ月
（親子クラス）

8,600

３０～４８ヵ月

３～５歳

５～７歳

７～９歳

Gym＆English

Geekids

Active English

TEL：0798-63-6100 カップス西宮北口 検索 

NEW!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜レッスンスケジュールについて＞ 

開講日は以下の予定となります。 

但し、トランポリン大会参加などにより、変更になる場合がございます。 

その場合は、事前にお伝えさせていただきますので予めご了承ください。 

 

実施月 日曜コース① 日曜コース② 実施月 日曜コース① 日曜コース② 

4月 1日・15日 8日・22日 10月 7日・21日 14日・28日 

5月 13日・27日 20日・※2 11月 4日・18日 11日・25日 

6月 10日・24日 3日・17日 12月 2日・16日 9日・23日 

7月 8日・29日 1日・22日 1月 6日・20日 13日・27日 

8月 19日・※1 5日・26日 2月 3日・17日 10日・24日 

9月 9日・23日 16日・30日 3月 3日・17日 10日・24日 

 

＜振替設定日について＞ ※以下、要ご確認のうえご参加願います。 

年間スケジュールの関係上、コース①8 月は月 1回の開講となるため、振替にて対応させていただきます。 

(1) 体操・げんきっず・トランポリンの受講者は月～土のクラスにて振替取得願います。 

(2) 体操＆トランポリンコースは以下の振替設定日もしくは月～土クラスにてご参加ください。 

＜振替設定日＞  

受講クラス 振替設定日 

※1 コース①8月 9：00～10：30 8月 5日（日）15：00～16：30 

※1 コース①8月 15：00～16：30 8月 26日（日）15：00～16：30 

 

＜欠席による振替について＞ 

日曜日クラスを欠席された場合は月に１度、月～土曜日開講の該当クラスにて振替が可能です。 

事前に振替の予約を電話または受付にて行ってください。また、体操＆トランポリンクラスの 

振替については同様に、月１度で月～土曜日開講のトランポリンまたは体操の該当講座よりいずれか 

で１種目の振替が可能です。体操＆トランポリンクラス間でのお振替はお受けいたしかねます。 

 

2018年度 スポーツクラブＣＵＰＳ西宮北口 

日曜日 月２回（隔週）コース／時間割・募集要項 

 

【受付時間】月～金／10：30～19：00 土／9：00～17：30 日／9：00～16：00 

CUPS西宮北口  TEL：0798-63-6100 

 

＜新規増設決定！＞ 

６月より日曜コース②に 

体操＆トランポリンと 

トランポリンクラスが増設

されました。 

種目 クラス／対象 時間
9：00～10：30（90分）
15：00～16：30（90分）

キッズ（年中～小学生低学年） 10：50～11：40
ジュニア（小・中学生） 12：00～13：00

10：50～11：50
12：00～13：00

日曜コース①

体操＆トランポリン 年中～小学生

トランポリン

小１～小３体操ジュニア９

種目 クラス／対象 時間

体操＆トランポリン 年中～小学生 9：00～10：30（90分）

キッズ（年中～小学生低学年） 10：50～11：40
ジュニア（小・中学生） 12：00～13：00

10：50～11：45
12：00～12：55

日曜コース②

トランポリン

げんきっず４-６ 年中・年長

2018年 6月～ 

 


