
5年連続受賞！！
最優秀スイミングクラブ賞
5年連続受賞！！
最優秀スイミングクラブ賞

（日本スイミングクラブ協会）（日本スイミングクラブ協会）

Tel.054-364-8380
〒424-0114　静岡市清水区庵原町145-7
※価格は税別となります。

日本水泳連盟
日本スイミングクラブ協会 会員

イメージキャラクター
“あけっぴー”
イメージキャラクター
“あけっぴー”

※締切りは各期3日前までとなります。

スポーツライフ アケアクラブ

小島・興津・袖師・飯田・高部・江尻
入江・　　方面 ※詳しくは受付時にご確認ください。

短期水泳教室では
各方面に無料バス送迎します！

ホームページからお申し込みできます。
詳しくはホームページをご覧ください。詳しくはホームページをご覧ください。

期1 723 25 水月～
〈3日間〉9：30～10：20

期2 730 木月～8 2
〈4日間〉9：30～10：20

期3 8 6 水月～8
〈3日間〉9：30～10：20

期4 8 13 水月～15
〈3日間〉9：30～10：20

期5 8 20 木月～23
〈4日間〉9：30～10：20

定員：各60名

6月29日～31日はアケアクラブの休館日です。

イメージキャラクター
“□□□□□□”
イメージキャラクター
“□□□□□□”

3歳～15歳3歳～15歳対象

当クラブ指導スタッフは
日本スイミングクラブ協会の
公認指導員です

当クラブ指導スタッフは
日本スイミングクラブ協会の
公認指導員です

〈4日間〉
6,500円

〈3日間〉
5,500円 00短期受講料短期受講料 円円実質実質1期分

短期教室受講で入会された方は短期教室受講で入会された方は

入会
特典

短期水泳教室

そ の 1

生 徒 募 集 中スポーツライフスポーツライフ

アケアクラブアケアクラブ

夏夏 短期水泳短期水泳教
室
教
室のの

スイミングキャップスイミングキャップ
スクールバッグスクールバッグ

プレゼント！

AQEAオリジナル

＆

さらに 受講期間中にご入会
申込みされた方は 500円引き！！500円引き！！

無料！無料！入会金5,000円

その他／担当コーチをご指名ください。
　　　　担当コーチにより曜日、時間が異なります。

7月23日（月）～8月28日（火）7月23日（月）～8月28日（火）期間
時間 30分間30分間料金 3,000円3,000円

パーソナルレッスンパーソナルレッスン

※曜日・時間はホームページをご覧ください。週1回（月4回）受講です。

スイミング、空手、キッズダンスが対象です。
都合の良い曜日と時間を選んでください。
スイミング、空手、キッズダンスが対象です。
都合の良い曜日と時間を選んでください。

お 試 し

1ヶ月トライアル会員1ヶ月トライアル会員
スイミング
6,500円料金

空手道
4,000円料金

キッズダンス
5,000円料金

8月1日（水）～28日（火）8月1日（水）～28日（火）

トライアルからご入会いただいた場合トライアルからご入会いただいた場合

マンツーマンで
指導して
ほしい方は！

週1回の授業で
体験してみたい
方は！

入会
特典

短期水泳教室

そ の 2

料金

キリンの
やわらか天然水
キリンの

やわらか天然水
プレゼント！プレゼント！

短期水
泳教室にお申込みいただいた方全員に

短期水泳教室特典 と同様のそ の 2
特典となります。



Tel.054-364-8380
〒424-0114　静岡市清水区庵原町145-7
〈月～金〉11：00～21：30　
〈土〉9：45～17：00〈日〉10：00～13：00

※価格は全て税別となります。

日本水泳連盟 日本スイミングクラブ協会 会員

ジュニアスイミングジュニアスイミング
はじめてのお子さまでも安心して4泳法が習得できます。

◉日本スイミングクラブ協会の泳力認定と連動しています。

詳しくはHPをご覧ください！
営業
時間

スポーツライフアケアクラブ

ホームページからお申し込みできます。

〈火・金曜日〉
〈土曜日〉

17：20～18：30
〈月曜日〉18：45～19：55

〈水曜日〉16：15～17：30
〈土曜日〉15：20～16：35

14：00～15：10

〈3歳～中学生〉
〈高校生以上〉

日 時

日 時

月会費

月会費

4,500円
5,500円

〈週1回〉
〈週2回〉

5,500円
7,100円

基礎体力アップ、自立心を学ぶ

空手道空手道
楽しく続けられる健康づくりを始めましょう！

①バリアフリーで利用できます。
②介護予防運動等の充実のプログラム
③60歳以上はシニア料金設定でお得！
④女性にもやさしい油圧式マシンを
　揃えています。

①バリアフリーで利用できます。
②介護予防運動等の充実のプログラム
③60歳以上はシニア料金設定でお得！
④女性にもやさしい油圧式マシンを
　揃えています。

対象
16歳以上

興津・但沼・由比・
蒲原・入江・高部・
飯田・袖師方面
※曜日によってバスルートが異なりますので
　お申込み時にお問い合わせください。
　ベビーコースは送迎バスはございません。

バス送迎バス送迎
アケアクラブはココが違います！アケアクラブはココが違います！

※詳しくはWebでご確認ください。

※シニアは、60歳以上が対象です。※月のご利用回数は、無制限です！

スタンダード

フリー
4,500円
5,500円
6,500円
7,500円

料　金健康倶楽部 スタジオプール

（シニア）″

（シニア）″

トレー
ニング
ジム フリー フリー レッスン歩行 アクア

プログラム
料
金

自分のスタイルで選べるコース自分のスタイルで選べるコース
使いたい施設

で選ぶ
曜日・時間帯
で選ぶ

その他にも多様なレッスンがございます！

プールウォーキング アクアエクササイズ ピラティス マットサイエンス フラダンス

水の浮力を利用して、
足腰に負担を

かけずにラクラク運動。

水の抵抗を使うことで、
高い効果が
期待できます。

体幹のインナーマッスルを
刺激した

ゆっくりエクササイズ

ヨガ＋ピラティスの
要素を含んだ

最新のプログラムです。

音楽に合わせて
楽しく運動しましょう。

一番
人気

フィットネス会員コースフィットネス会員コース
アットホームな雰囲気で気持ちもカラダも楽しくなる！アットホームな雰囲気で気持ちもカラダも楽しくなる！

◉生徒募集中◉
無料体験無料体験
受 付 中

◉生徒募集中◉
無料体験無料体験
受 付 中

進級テストの結果（合否）と
テスト内容や連絡事項を
お知らせいたします。

お子様の
入館時間や退館時間を
お知らせいたします。

お手持ちのケータイ、スマートフォン、
パソコンから下記内容が

ご利用できるようになりました。

空手道は、全身をバランスよく動かすエクササイズであり、
護身術としても大変優れています。初心者、運動オンチ
大歓迎！老若男女問わず取り組めます。
生涯武道として始めてみませんか。

※詳しくは、フロントまたはお電話で
　お問い合わせください。

キッズダンスキッズダンススクールスクール
心や体が強くなり、自信や思いやりの心を育みます。

◎心肺機能を高めよう！
◎脳・神経機能を発展させよう！
◎筋力をつけよう！
◎骨を強くしよう！

◎心肺機能を高めよう！
◎脳・神経機能を発展させよう！
◎筋力をつけよう！
◎骨を強くしよう！

週1回

※年齢は特に気にせずOKです！

5～15歳年齢

仲間と一緒に楽しく
“健康倶楽部”

6 月２９日～ 31 日はアケアクラブの休館日です。

イメージキャラクター“□□□□□□”
イメージキャラクター
“□□□□□□”

振替授業や欠席連絡が
24時間365日手続きが
できます。

アケアクラブからのお知らせ等の情報
（天災等による臨時休校や
様々なイベント開催etc）を
いち早くお知らせいたします。

スクールバスの到着時刻を到着数分前に
お知らせいたします。
又、スクールバスの現在地情報をチェック
できて更に安心です。

対象

生後6ヶ月～
高校生まで
生後6ヶ月～
高校生まで

無 料 1 日 体 験 随時受付中

6月29日～31日はアケアクラブの休館日です。


