
北九州ウエストサイドテニスクラブ
〒807-0803　北九州市八幡西区千代ヶ崎2丁目11-1　営業時間／9:00 ～21:00

TEL. 093-602-2600
FAX. 093-602-2605　http://www.westsidetc.co.jp/

当社独自のカリキュラムにより、
初心者（ビギナー）の方への
カリキュラムと専用クラスを

準備しております。

初心者の方、

大歓迎！

レギュラー
コース（ ）

今回は平日昼間のインドア…次回は土・日のナイター･アウトで…
受講スタイルは自分次第で自由に選べる！

ポイントカードシステム

レッスンの受講は全て自分のスケジュール次第！
フリー受講システムだからいつでも予約で受講OK！

プリペイドカード方式だから無駄なくお得！
テニス用品の購入にも使える！
ご使用毎に還元サービスでさらにお得！

（例） ※ ｢予定していた会議が急遽キャンセルに
･･･｣

 そんな時でも電話予約でスクール受講が出来る
！！

 ※ ｢空いた時間を利用して気軽にレッスン｣

 ライフスタイルにメリ張りを！！

（例）※毎週決まった時間に通えない方でも平
気です。

          プリペイドカード方式だから、

          受講した分だけ無駄なくカウントされま
す。

       （未受講分のお月謝が流れるような事もな
く安心です）

山本  貴美 ヘッドコーチ
［静岡県出身］

◎オーストラリアOPEN  Jr 出場
◎国体少年の部　優勝

趣味：映画鑑賞
一言：ジュニアからシニアまで楽しく指導し

ます。若手に負けない様に頑張ります。

井上  丈士 支配人
［北九州市出身］
◎日本プロテニス協会認定 P-1
◎ JPTA資格認定委員会テスター
◎ JPTA 主催 全国テニスコーチ
　技能コンテスト優勝3回
趣味：釣り・ビール
一言：テニスは生涯スポーツと言われています。皆様のラ

イフスタイルに、テニスという素晴らしいアイテム
が提供できるよう尽力させて頂きます。

 松本  圭右 コーチ
［北九州市出身］

◎北九州市テニス選手権
　シングルス優勝

趣味：ゴルフ
一言：一つ一つのレッスンを全力で頑張っ

てます。宜しくお願いします。

有田　響 コーチ
［宮崎県出身］

◎ゴーセン認定ストリンガー『張人』
◎日本プロテニス協会認定P-3

趣味：旅行・ドライブ・アクティブスポーツ
一言：ストリング（ガット）張り担当です。
　　　皆さん宜しくお願いします。

江頭　昂 コーチ
［北九州市出身］

◎日本プロテニス協会認定P-3

趣味：スポーツ観戦・映画鑑賞
一言：一緒にテニスを楽しんで、
 上達していきましょう！

本田　優コーチ
［宮崎県出身］

◎九州学生春季大会　本戦出場

趣味：カラオケ・スポーツ観戦
一言：明るく楽しいレッスンにします。一緒

に楽しみながら頑張りましょう。

村雲  重夫 コーチ
［宮崎県出身］

◎シングルス＆ダブルス共に
　インカレ出場
◎日本プロテニス協会認定 P-3
趣味：釣り・子供と遊ぶ
一言：テニスを通じて、皆さんと楽しく

レッスン頑張りたいと思います！

岡田  賢司 コーチ
［北九州市出身］

◎全九州テニス選手権　優勝
◎ JOPベテランランキング所持 etc

趣味：ドライブ
一言：一つ一つのレッスンを丁寧に行います。
 楽しく、時に厳しく…一緒に頑張りましょう。

木田  浩貴 コーチ
［大分県出身］
◎第12回大分県
　テニストーナメント本戦出場
趣味：マンガ・ドラマ鑑賞
一言：大分から来ました。
　　　皆さんと楽しくテニスをしたいです。
　　　宜しくお願いします。

野村  泰斗 コーチ
［鹿児島県出身］

◎九州学生夏季大会　本戦出場

趣味：スポーツ観戦
一言：持前の明るさで、皆さんと楽しくレッ

スンをしていきたいと思います。

田口  和典 コーチ
［長崎県対馬市出身］

◎九州学生本戦単複出場

趣味：カラオケ・ボーリング・ダーツ
一言：笑顔で明るく頑張ります。
 楽しく汗を流しましょう。

江頭  奏匠コーチ
［佐賀県出身］

◎高校総体団体出場
◎九州学生夏季大会　本戦出場

趣味：ギター・音楽鑑賞
一言：皆さんと楽しくテニスをしたいで

す。宜しくお願いします。

佐藤  健太郎コーチ
［大分県出身］

◎九州学生春季＆夏季
　本戦出場

趣味：スポーツ観戦・料理
一言：楽しみながら上達していきましょう！

坂本  悠輔コーチ
［北九州市出身］

◎九州学生春季＆夏季本戦出場
◎九州学生新進Best8

趣味：ボーリング・ダーツ・野球観戦
一言：運動量では負けません！楽しい汗を

流しましょう。

藤浪　功コーチ
［北九州市出身］

◎高校総体団体出場
◎九州学生　単複出場

趣味：音楽鑑賞
一言：笑顔で一生懸命頑張ります。

テニスを楽しみましょう。

後藤  寿也コーチ
［北九州市出身］

◎九州学生夏季大会 本戦出場
◎九州学生新進トーナメント本戦出場

趣味：美味しい物を食べる事、ボーリング
一言：明るく楽しく一生懸命頑張ります。
　　　一緒にテニスを楽しみましょう！

実績・経験豊かなコーチが勢ぞろい！
優しく丁寧に指導させて頂きますので、初心者の方も安心です。

orリュックバッグ 2,000円分のポイントプレゼント!!
新規ご入会の方にラケット シューズ 期間中もれなく

入会時、ポイントカード
ご入金額の5%還元（期間中）

新規ご入会者にラケット or
シューズ or リュックバッグ
or 2,000円分のポイント

プレゼント（期間中）
特 典2

特 典3

特 典1

4月1日土 ▶ 5月15日月まで

or or

お得な3大特典

入会金無料 !（常時無料）

フリー受講システム



レギュラーコース [大人 ]…フリー受講
気軽に
楽しく！

初心者の方大歓迎 !!
初心者の方でも経験豊富
なコーチ陣が親切丁寧にご
指導致します。やる気があ
れば、上達間違いなし。

フリー受講だから
レッスンスケジュールは自分次第！

健康な
カラダづくり
テニスは全身を使った運動なの
で、ダイエットにも最適！楽しみ
ながら健康増進ができます。

時間帯
A 9:30 ～ 11:00
B 11:15 ～ 12:45
C 13:00 ～ 14:30
D 14:45 ～ 16:15
E 17:50 ～ 19:20
F 19:30 ～ 21:00

アウトドア
スクール

受講料（1レッスン分）

メンバー&
スカイサークル ビジター

平日（A～C） ¥1,620 ¥2,052
平日夜（F） ¥1,890 ¥2,322土・日・祝（A～F）

インドア
スクール

受講料（1レッスン分）

メンバー&
スカイサークル ビジター

平日（A～D） ¥1,890 ¥2,322
平日夜（E～F） ¥2,160 ¥2,592土・日・祝（A～F）

ダイエット・健康増進・ストレス解消・お友達づくりに！

1人でも安心サポート！

子供教室
◆クラス　　《固定受講》

※受講クラスについては、体験レッスン時に担当コーチよりご案内させて頂きます。

クラス 対　象 レベル
キッズ 年長～小学1年生 初心者
J B 小学1～6年生 初心者
J 1 小学1～6年生 初級・初中級
J 2 小学1～6年生 中級
J 3 小学4～6年 中上級・上級
J 4 小学5～6年・中学1～2年生 上級
JH1 中学1～3年生 初級・初中級 
JH2 中学1～3年生 初中級・中級 

めざせ
未来の王子様！

フリー受講システム（レギュラーコース）

ポイントカードシステム

レッスンの受講は全て自分のスケジュール次第！
フリー受講システムだからいつでも予約で受講OK！

ポイントカード（プリペイドカード方式）システムだから無駄なくお得！
テニス用品の購入にも使える！　　ご使用毎に還元サービスでさらにお得！

今回は平日昼間のインドア…
次回は土・日のナイター・アウトで…

受講スタイルは自分次第で
自由に選べる！

インドアコ
ート完備

●有効期
限は最終

利用

日からな
んと1年

間！

●ポイン
ト還元サ

ービス

も実施！

●100ポ
イントご

使用

ごとに1
ポイント

　還元！

ウエストサイドテニスクラブは創業36年！皆様のお越しを経験豊富なコーチ陣がお待ちしています。

有効期限は最終利用日から
1年間もあるから、
ムダもムリもなく

スクールに通えるよ！

北九州ウエストサイドテニスクラブ
TEL. 093-602-2600

• レンタルラケット有り
• 駐車場45台無料
• 更衣室（シャワー）完備

全日本・全九州ジュニアテニスチャンピオン多数輩出実績あり！

◆受講料　　《固定受講》
アウトドア インドア

キッズ （45分） ¥1,080
JB～ J3 （60 分） ¥1,188 ¥1,350
J4 （90 分） ¥1,890 ¥2,160
JH1 （60 分） ¥1,296
JH2 （90 分） ¥1,890
※上記は全て１回分の受講料となります。

◆その他のレベルのクラスも各曜日に多数ございます！
　詳しいレッスンスケジュールは、お問い合わせまたは
　ホームページにてご確認ください。
◆定員に限りがございます。
◆ご盛況につき、定員を満たしウェイティングクラス
　がございます。ご希望のお時間にてご案内出来ない  
　場合があります旨ご了承下さいますようお願い申し
　上げます。

キッズ＆
選手コース

も充実

インドア アウトドア
月 17：00 ～18：00 ー
火 16：45～17：45 ー
水 ー ー
木 ー 17：00 ～18：00
金 16：45～17：45 ー

土 ー
13：00 ～14：00
16：30 ～17：30
17：30 ～18：30

日 ー 11：15～12：15

子供教室  スケジュール一例
JB（初心者）クラスの場合

春のご入会キャンペーン


