
スポーツ・学びを通じて、お子様のココロとカラダをはぐくむ

ミックスコース
複数のスクールに通う方はお得に！

スイミング＋１つ以上の本科スクールに入会し、
ブイトピアで複数のスクールに通う方は、
月会費を通年一つのスクールにつき
500円（税抜）値引きします。

入会特典本科

スイミングスクール本科 体操教室本科

他に、競技者を目指す【アスリートコース】、【スーパーアスリートコース】があります。
※【アスリートコース】、【スーパーアスリートコース】に入るにはスクールの規定をクリアする能力が必要です。

¥500
 OFF!

¥500
 OFF!

体操教室がお子様にもたらす効果
●運動神経・柔軟性・バランス感覚が
発達しケガをしにくくなり、丈夫な
カラダを育みます。
●コーチや仲間との練習を通じ、礼儀
作法・団体行動が身につきます。
●上達する達成感は、苦手を克服する
ために頑張るココロを育みます。

2つのスク
ールに通え

ば

1ヶ月1,000
円（税抜）、

1年で12,00
0円（税抜）お得

！

ご入会応援プレゼント！下記のA～Dのいづれかに該当する方は、指定着（水着
or体操着）プレゼントor商品券2,000円分をプレゼント。
※A～Dの併用は不可となります。　※スイミング以外のスクールも対象となります。 

紹介入会者
コース
既存会員からの紹介で
入会した場合。

A グループコース
2名以上の知人・友人と
同時に入会した場合。

B 家族コース
兄弟姉妹で
入会した場合。

C 他社乗換コース
他スイミングスクールを
やめて入会した場合。

D● スイミングスクール
● 体操教室
● カルチャースクール

紹介者の方にも
商品券を
プレゼント！

他にもイロイロ！

初年度年会費 初月月会費

0円 0円
入会金

0円
※スイミングスクール・体操教室以外
のスクールでは適用されません。

※上記以外のスクールの特典につ
いては裏面をご覧ください。

※2ヶ月以上ご継続いただけない
場合は、無料とした期間分の会費
をお支払いいただきます。

幼いうちから水に慣れることができ、強く・丈夫な身体作
りにつながります。お母様同士のお友達ができ、コミュニ
ティが広がります。レッスンの後半にはお母様へのアクア
ビクスタイムがあります。

6ヶ月～2歳11ヶ月のお子様と保護者様対　象

月・木曜日曜　日

7,000円月会費

12：30～13：30時　間 月曜日 11：00～12：00木曜日

泳げるようになりたい、体力をつけたいお子様におすすめ
の、基本的なスイミングコースです。スイミング初心者でも
楽しんで通って頂けます。17段階のレベルに分け、きめ細
かいカリキュラムで、お子様に泳力を身に付けさせます。

2歳半～中学生（オムツが取れたお子様が対象です。）対　象

月会費 6,500円
9,500円

週1回

週3回

8,500円週2回

対　象

月会費

マット・跳び箱・鉄棒などを
個々のレベルに合わせて指導します。

※指定着（初回購入）（シャツ1,800円、ハーフパンツ1,800円）が
　必要となります。

6,500円週1回 8,500円週2回

月・火・水・金曜日

スイミングがお子様にもたらす効果

年齢と能力に合わせて4つのコースがあります。

ブイトピア キッズスクールのこだわり
●基礎体力をつけ、心肺機能が向上します。
●他の運動に比べ、骨・関節に負荷がかからないの
で、成長期のお子様にうってつけです。
●コーチや仲間との練習を通じ、礼儀作法や団体
行動が身につきます。
●泳ぎが上達する達成感は、苦手を克服するために
頑張るココロを育みます。

●塩素の害を大幅にカット、目の痛みが少ない、透明度
抜群のプール。
●お子様のペースに合わせて泳力が身に付く、きめ細
やかなカリキュラム。
●入会後1年間で、クロールを25m泳げるように指導いたします。
※もし25m泳げなかった場合は、泳げるようになるまで、月会費を半額とさせ
ていただきます。（25m泳げるようになったら通常の月会費に戻ります。）
※小学1年生以上のお子様が対象です。

ベビースイミング レギュラーコース 幼児コース
3歳～年長

時　間 15：30～16：30火・金曜日

対　象

月会費 6,500円週1回 8,500円週2回

小学生コース
年長～小学生

時　間 16：35～17：35

新学期前の今、
ぜひご検討ください！

春の入会
キャンペーン

入 会 特 典
春の入会キャンペーン

※表示価格は全て税抜き価格となります。

4月13日
まで
土

春休み短期スクールと
セットのお申し込みで うれしい特典があります！今なら 詳しくは裏面へ！



スポーツ・学びを通じて、お子様のココロとカラダをはぐくむ

0568-72-5051（代）
住所　小牧市小松寺五丁目2番地Vトピアスポーツクラブ 検索 http://vtopia.jp
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西友 味岡店

味岡中学校

味岡小学校

久保新町

味岡中学校北

無 料 平 面 駐 車 場 有 り

味岡駅から
歩いて2分！
小牧駅から
車で10分！

ブイトピア キッズスクール

TEL ホームページ Facebook インスタグラム

ブイトピアキッズスクール
vtopia_kids_school

子どもたちの
楽しい様子を
  投稿中！

ご入会手続きに必要なもの
※入会申込時に当スクールが必要と判断した場合、医師の診断書が必要となる場合があります。

下記をご持参の上、店舗でのお手続きになります。

入会金
3,000円

初年度年会費
3,000円

自動振込までの
初月月会費1ヶ月分

通帳と銀行届出印
（月会費引き落し分）

※お申込み日によって異なります。
詳しくはスタッフまで。

※全国69ヶ所の銀行及び郵便局、
農協での振替が可能です。今なら！

0円
今なら！

0円
スイミング・
体操は今なら！

0円

ホームページから
ご入会手続きが出来ます！
トップページにある
『Web入会予約』をクリックして、
メールアドレスをご入力ください。

スイミングは
春休み短期スクールと
同時申し込みで
さらに！

1ヶ月分0円

2月開校予定のスクールをご紹介します。

空手教室 書道教室

新しい英語教室が開校します。パ
ソコンのスカイプ通信で、外国人
講師と英語で会話をします。英会
話はもちろん、語彙、文法を復習
することで、中学校英語の準備が
できます。2020年に小学校で必
修化される英語を、今から始めて
みませんか。

あの“学研教室”が新登場！ 今年
こそは勉強に力を入れたいという
お子様にうってつけです。学力向
上を目指す人、苦手な勉強を克服
したい人など、お子様一人ひとり
のレベルに合った教材をご提供し
ます。ブイトピアでは、国語・算数
の力を伸ばす教室を開きます。

新 し い ス ク ー ル の ご 紹 介

カルチャースクール本科

各自で立てた目標をクリアしよう！ 個別で丁寧に指導いたします！ ▶ 苦手な泳法を克服！
▶ 夏の水泳の授業前に復習！
▶ 入会前のお試しに！

※上記入会特典は５月から始められる方までとさせていただきます。　※4ヶ月以上ご継続いただけない場合は、無料とした期間分の会費をお支払いいただきます。

※他にも、表面の
　『ご入会応援プレゼント！』も
　ご利用いただけます。

幼児クラス 楽しく水に慣れましょう。 面かぶりバタ足の習得までで目標を決めます。

スイミングスクール

事前に目標を立てスクールに提出していただきます。 本科スクールとは違い、能力と目標を踏まえ、
個々に合わせた練習を4日間で行います。 目標クリアを目指し、コーチが丁寧に指導いたします。

新年少～新年長

6,000円 ● 兄弟割引（お２人目より） 500円OFF
● 継続割引（2期間目〔4/1～4/4〕を割引） 500円OFF

スクール生

6,500円一般生

入 会 特 典 初年度
年会費 0円入会金 0円春の入会

キャンペーン

本科

他にもさまざまなスクールがあります！

能力開発トレーニング ジュニアアスリート
トレーニング
ジュニアパーソナル
トレーニング

プログラミング教室

アスリートを目指すお子様に！ 
プロのパーソナルトレーナーが
教える特別コース。

2020年小学校で新たに必修化
される授業です。プログラミングを
通じて、論理的思考力を養います。

期　間
① 3/27（水）～3/30（土）
② 3/27（水）～3/30（土）
③ 4/ 1（月）～4/ 4（木）
④ 4/ 1（月）～4/ 4（木）

時 間 （45分レッスン）

各15名

定　員
10：10 ～ 10：55
14：15 ～ 15：00
10：10 ～ 10：55
14：15 ～ 15：00

4日前まで
無　料

3日前 ～ 前日
参加費の30％

当　日
参加費の50％

初年度年会費入会金
指定着

（スイミングセット）
プレゼント!0円0円0円 0円0円0円

初月月会費

0円0円0円
本科 スイミングスクール
ご入会で

スケジュール

※スクール生はLv1～4までのお子様が対象です。　
※それ以上の泳力者は学童クラスで受け入れ致します。

学童クラス 泳ぎの苦手なお子様には基本的な泳ぎを、
4泳法のいずれか一つの習得までを目標としたお子様に。

新年長以上
期　間

⑤ 3/27（水）～3/30（土）
⑥ 3/27（水）～3/30（土）
⑦ 4/ 1（月）～4/ 4（木）
⑧ 4/ 1（月）～4/ 4（木）

各40名

定　員
 9：00 ～ 10：00
15：00 ～ 16：00
 9：00 ～ 10：00
15：00 ～ 16：00

時 間 （60分レッスン）

スケジュール

※バタフライの習得までとし、個人メドレー及びタイムアップ希望者の受付は致しません。　
※スクール生はLv5～13までのお子様が対象です。

受講料
全クラス
共通

割　引
全クラス
共通

キャンセル
料

春休み
短期スクール

とは？
例えば

3月27日 水

4月4日 木

実施期間

春休み短期スクールのご案内

お申し込みは、直接店舗までお願いします。 なお、ご予約はお電話でも承っております。

（税抜） （税抜）

（税抜）（税抜）

月会費1ヶ月分0円0円0円さ ら に

春休み短期スクールと
『同時に』本科スクール
お申し込みの場合

※春休み短期スクール開始前日までが対象となります。

春休み短期スクールとセットで本科スクールお申し込みの場合

うれしい特典！


