
2023/03/25　更新

… 残り６名以上 … 残り５名以下

教室

番号
教室名 曜日 料金 対象年齢 定員 空き状況

1 卓球教室 月 9:30 ~ 11:30 \9,000(税込)
卓球経験がある

高校生以上
20 満員御礼

2 バドミントン教室(月曜) 月 13:00 ~ 15:00 \14,000(税込)
バトミントン経験がある

高校生以上
24 満員御礼

3 太極拳 火 9:30 ~ 10:30 \9,000(税込) 高校生以上 40 満員御礼

4 やさしいヨーガ 火 10:45 ~ 11:45 \9,000(税込) 高校生以上 40 余裕あり

5 ZUMBA(火曜) 火 12:15 ~ 13:15 \9,000(税込) 高校生以上 30 余裕あり

6 かんたんピラティス(火曜) 火 13:30 ~ 14:30 \9,000(税込) 高校生以上 40 満員御礼

7 リフレッシュヨーガ 火 20:15 ~ 21:15 \9,000(税込) 高校生以上 25 余裕あり

8 フラダンス(水曜) 水 11:30 ~ 12:30 \9,000(税込) 高校生以上 25 満員御礼

9 リラックスヨーガ 水 12:40 ~ 13:40 \9,000(税込) 高校生以上 25 満員御礼

10 骨盤調整エクササイズ 水 19:00 ~ 20:00 \9,000(税込) 高校生以上 25 余裕あり

11 ZUMBA(水曜) 水 20:15 ~ 21:15 \9,000(税込) 高校生以上 25 残りわずか

12 アロマヨーガ 木 9:20 ~ 10:20 \9,000(税込) 高校生以上 25 余裕あり

13 フラダンス(木曜) 木 10:30 ~ 11:30 \9,000(税込) 高校生以上 25 余裕あり

14 ボディケア 木 11:40 ~ 12:40 \9,000(税込) 高校生以上 25 余裕あり

15 らくらく健康エクササイズ 木 12:45 ~ 13:45 \9,000(税込) 高校生以上 25 余裕あり

16 ビューティーピラティス 木 13:55 ~ 14:55 \9,000(税込) 高校生以上 25 残りわずか

17 バドミントン教室(木曜) 木 13:30 ~ 15:30 \14,000(税込) 高校生以上 24 余裕あり

18 ヨーガ 木 19:00 ~ 20:00 \9,000(税込) 高校生以上 40 余裕あり

19 健康体操教室 金 9:10 ~ 10:10 \9,000(税込) 高校生以上 25 余裕あり

20 かんたんピラティス(金曜) 金 10:20 ~ 11:20 \9,000(税込) 高校生以上 25 満員御礼

教室

番号
教室名 曜日 料金 対象年齢 定員 空き状況

30 すくすく赤ちゃん産後ケア 月 9:10 ~ 10:10 \9,000(税込)
生後３か月～

１歳までの親子
10 余裕あり

31
川崎ブレイブサンダース

バスケットボール教室　スパークル(月曜)
月 16:00 ~ 17:00 \18,000(税込)

年中～小学1年生

(運動入門)
30 余裕あり

32
川崎ブレイブサンダース

バスケットボール教室　フラッシュ(月曜)
月 16:00 ~ 17:00 \18,000(税込)

年中～小学1年生

(初心者向け)
30 余裕あり

スポーツ教室

時間

時間

2023年4-6月

定期教室空き状況
スポーツ

残りわずか余裕あり

キャンセルにより、空き状況は
変動する可能性がございます。
※1次申込終了時点

※2次募集は3/26(日)  10:00~
(直接窓口受付のみ）



33
川崎ブレイブサンダース

バスケットボール教室　ライトニング(月曜)
月 17:10 ~ 18:10 \18,000(税込)

小学2～４年生

(初心者向け)
30 余裕あり

34
川崎ブレイブサンダース

バスケットボール教室　ボルト(月曜)
月 17:10 ~ 18:10 \18,000(税込)

小学2～４年生

(経験者向け)
30 余裕あり

35
川崎ブレイブサンダース

バスケットボール教室　イナズマ(月曜)
月 18:20 ~ 19:20 \18,000(税込)

小学5年生～中学生

(初心者向け)
30 余裕あり

36
川崎ブレイブサンダース

バスケットボール教室　ブリッツ男子(月曜)
月 19:00 ~ 20:30 \18,000(税込)

小学5年生～中学生

(男子のみ/経験者向け)
30 余裕あり

37
川崎ブレイブサンダース

バスケットボール教室　ブリッツ女子(月曜)
月 19:00 ~ 20:30 \18,000(税込)

小学5年生～中学生

(女子のみ/経験者向け)
30 余裕あり

38 キッズバレエ 火 16:00 ~ 17:00 \9,000(税込) 年少～年長 20 余裕あり

39 ジュニアバレエ 火 17:15 ~ 18:15 \9,000(税込) 小学１～４年生 20 余裕あり

40 空手教室 初級 火 15:00 ~ 16:00 \9,000(税込) 年少～小学生 40 余裕あり

41 空手教室 中級 火 16:00 ~ 17:00 \9,000(税込) 年少～大人 40 余裕あり

42 空手教室 上級 火 17:00 ~ 18:00 \9,000(税込) 小学生～大人 40 余裕あり

43 女子バスケットボール教室 火 17:30 ~ 18:50 \14,000(税込)
小学３～６年生

（女子のみ）
24 余裕あり

44 よちよち親子 水 9:10 ~ 10:10 \9,000(税込)
１歳～２歳の

子と親
10 残りわずか

45 わんぱく親子 水 10:20 ~ 11:20 \9,000(税込)
２歳～年少の

子と親
10 残りわずか

46 キッズテニス 水 15:45 ~ 16:45 \14,000(税込) 年長～小学２年生 16 残りわずか

47 ジュニアテニス 水 16:55 ~ 17:55 \14,000(税込) 小学3～6年生 16 余裕あり

48 キッズチア 水 15:10 ~ 16:10 \9,000(税込) 年少～年長 20 余裕あり

49 ジュニアチア初級 水 16:25 ~ 17:25 \9,000(税込)
小学１～６年生の

初心者
20 残りわずか

50 ジュニアチア中級 水 17:40 ~ 18:40 \9,000(税込)
小学１～６年生の

経験者
20 余裕あり

51 キッズダンス 木 15:20 ~ 16:20 \9,000(税込) 年少～年長 20 余裕あり

52 ジュニアダンス① 木 16:30 ~ 17:30 \9,000(税込) 小学１～３年生 20 満員御礼

53 ジュニアダンス② 木 17:40 ~ 18:40 \9,000(税込) 小学４～６年生 20 残りわずか

54
川崎ブレイブサンダース

バスケットボール教室　フラッシュ(木曜)
木 15:30 ~ 16:30 \21,600(税込)

年中～小学1年生

(初心者向け)
30 余裕あり

55
川崎ブレイブサンダース

バスケットボール教室　ライトニング(木曜)
木 16:30 ~ 17:30 \21,600(税込)

小学2～４年生

(初心者向け)
30 余裕あり

56
川崎ブレイブサンダース

バスケットボール教室　イナズマ(木曜)
木 17:30 ~ 18:30 \21,600(税込)

小学５年生～中学生

(初心者向け)
30 余裕あり

57
川崎ブレイブサンダース

バスケットボール教室　ブリッツ男子(木曜)
木 18:00 ~ 19:30 \21,600(税込)

小学５年生～中学生

(男子のみ/経験者向け)
30 余裕あり

58
川崎ブレイブサンダース

バスケットボール教室　ブリッツ女子(木曜)
木 19:00 ~ 20:30 \21,600(税込)

小学５年生～中学生

(女子のみ/経験者向け)
30 余裕あり

59 キッズ体操 金 15:00 ~ 15:55 \9,000(税込) 年中～年長 25 余裕あり

60 ジュニア体操① 金 16:00 ~ 16:55 \9,000(税込) 小学1～3年生 25 残りわずか

61 ジュニア体操② 金 17:00 ~ 17:55 \9,000(税込) 小学4～6年生 25 余裕あり

62 K-POPダンス　キッズ 金 15:30 ~ 16:30 \9,000(税込) 年少～年長 20 残りわずか

63 K-POPダンス　ジュニア 金 16:40 ~ 17:40 \9,000(税込) 小学１～４年生 20 満員御礼

2023/03/25　現在


