
★マークのある講座は、月2回コースのみの開講です。 （料金は税抜）

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

水 13:15-14:00 Geesports(年中～年長) 木 16:20-17:10

金 13:15-14:00

木 16:15-17:00 キッズ&ジュニア 金 16:40-17:30

げんきっず 金 16:15-17:00 (年中～小学生低学年) 土 10:10-11:00

(満3～4歳) 土 15:00-15:45 木① 17:25-18:15

日 14:35-15:20 通常コース 通常コース 木② 18:30-19:20 4,500 3,100

木 17:15-18:05 7,600 4,600 ジュニア 金① 17:40-18:30

金 17:15-18:05 月2回コース 月2回コース (小学生) 金② 18:40-19:30

キッズ 土① 11:30-12:20 4,500 3,100 土① 9:00-9:50

(年中・年長) 土② 16:00-16:50 土② 11:20-12:10

日① 9:00-9:50 日 14:30-15:20

日② 13:30-14:20 種　目 クラス／対象 曜　日 時　間 月会費 追加受講

木 18:20-19:20 ぴょんきっず 水 15:45-16:30

金 18:20-19:20 (満3～4歳) 金 15:45-16:30

ジュニア 土① 9:00-10:00 通常コース 通常コース キッズ＆ジュニア 水① 16:40-17:30

(年長～小学生) 土② 10:15-11:15 8,100 4,900 (年中～小学生低学年) 水② 17:40-18:30 通常コース 通常コース

土③ 17:05-18:05 月2回コース 月2回コース ジュニアクラス 水③ 18:40-19:30 7,600 4,600

日① 10:05-11:05 4,800 3,300 キッズ＆ジュニア 金① 16:40-17:30 月2回コース 月2回コース

日② 11:20-12:20 (年中～小学生低学年) 金② 17:40-18:30 4,500 3,100

U-4/6
(満４歳～年長)

水 16:15-17:05 通常コース 通常コース ジュニアクラス 金③ 18:40-19:30

火 17:05-17:55 7,600 4,600 日① 9:00-9:50

木 16:15-17:05 月2回コース 月2回コース キッズ＆ジュニア 日② 10:05-10:55

土 14:45-15:35 4,500 3,100 (年中～小学生低学年) 日③ 11:10-12:00

水 17:20-18:20 日④ 13:30-14:20

木 17:20-18:20 日⑤ 14:30-15:20

土 13:30-14:30 通常コース 通常コース 種　目 クラス／対象 曜　日 時　間 月会費 追加受講

U-8/10　アドバンス 土 17:05-18:05 8,100 4,900

火 18:10-19:10 月2回コース 月2回コース

ジュニア　U-10・12 水 18:30-19:30 4,800 3,300

（3～6年生） 木 18:30-19:30 ＜費用について＞
土 15:50-16:50 ◇月会費に加えて別途諸費用(税抜1,000円)が必要となります。

日 15:50-16:50 諸費用はスポーツ保険、施設利用料、各種事務手数料他です。

種　目 クラス／対象 曜　日 時　間 月会費 追加受講 ※諸費用は基本講座のみ発生とし、週2回もしくは他種目を取得した場合は発生いたしません。

★Geebaies(親子クラス) 火 11:00-11:45 ※Geebabiesにお通いの間は入会金はかかりません。Geekids進級時に10,000円（税抜）が発生いたします。

10か月-20ヵ月 土 9:00-9:45

火 13:00-13:50

Geekids(親子クラス) 金 11:00-11:50 通常コース

20～36ヶ月 土 10:10-11:00 8,100

日 9:00-9:50

Geekids 金 13:10-14:05

pre-k(30～48ヶ月) 日 10:10-11:05

火 15:20-16:15 ※追加受講に関して：1番月会費が高いクラスを基本講座とし、それを元に追加受講費を加算いたします。

Geekids 火 17:35-18:30

3～5歳 金 16:00-16:55 通常コース

土 11:20-12:15 8,600

日 11:20-12:15

金 17:15-18:15

土 13:30-14:30

日 13:30-14:30

火 16:25-17:25

日 14:45-15:45

＜レッスンについて＞

【振 　替】

振替制度（2回、もしくは1回）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。

【他種目取得】

他の種目をご検討されている場合、一度その種目の体験をして頂く必要がございますので予めご了承ください。

【レッスン人数】

レッスン参加人数が2名以下の場合、レッスン時間を短縮して行う可能性がございます。

【担　 当】

研修・病気・その他の理由により代講、変更させていただく場合がありますのでご理解、ご協力お願いいたします。

【各種お手続き】

変更、休会、退会の各種手続きを行う場合は、該当月前月の２０日までに所定の書類を当クラブまでご提出ください。
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【入会金】　10,000円（税抜）

担当はモリスコーチ

※Geebabiesの入会金は、Geekids進級の際に発生いたします。

★親子
(満２～３歳)

4,500 3,100

U-6・7
(年長・小1)

ジュニア　U-8・10
(1～4年生)

リズムダンス キッズ 日 16:00-16:50
通常コース 7,600
月2回コース 4,500

通常コース＋4,600
月2回コース＋3,100

4,500 3,100

Active English
5～7歳

Active English over6

未来型体育

kodomoFit

★ボルダリング

トランポリン

フットサル

英語体操
Gym＆English

TEL：06-6770-2727 カップス上本町 検索

<CUPSに通うなら、週2回もしくは他の種目を同時に習うのがとってもお得！>

受講例）小学１年生のお子さまで、kodomoFitとトランポリンを同時受講した場合・・・

kodomoFit トランポリン あわせて

8,100円 4,600円 12,700円

＋諸費用　1,000円

＋ ＝
1種目あたり、

6,850円とお得！

(諸費用込)

＜受付時間＞　火～金／11:30～19:00　　土・日／9：00～17：00
　　　　　　　　　　休館日／月曜日

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。


