malva サッカースクール浦安校ジュニアユース（中学生）インフォメーション
2022.4 月期より

【タイムテーブル】
時間

開講日

19：50～21：00（70 分）

月（強化 A）

月（強化）

コート
水

木

Ａコート

★月強化 A はコーチより選抜された方が対象です。 ★月強化のレベルは小学生の時に強化クラスまたはコーチ判断となります。

【料金表】
受講種類

回数

入会金

単発受講

1回

なし

月 2 回コース

2回

5,500 円
（税込）

年会費
1 年有効

なし

受講料

支払い方法

3,300 円（税込） 現金/Paypay

5,500 円（税込） 4,950 円（税込）

1 期 5,500 円
5,500 円（税込） 9,020 円（税込）
（税込）
4回
★月謝制は 2 クラス目以降￥2,000 割引となります。
月謝制

お子様の会員番号は

口座振替

要予約
チケット事前購入/片道 165 円

要予約
チケット事前購入/片道 165 円

登録制（施設利用料）
往復 1,100 円／片道 550 円

公式ライン登録は QR コードより

【共通のご案内】
会員番号

口座振替

送迎バス

番です。

.悪天候時につい 台風・積雪・雷雨などお子様に危険が生じると判断した場合、休講にする場合がございます。悪天候による
て
休講の場合は、特別振替対応とさせていただきます。休講の場合はなるべくレッスン開始の２時間前に判断

いたします。フェローズスポーツホームページ（News＆Topics）
・フェローズ公式ラインをご確認ください。
緊急の場合にはご登録頂いている携帯メールアドレスへご連絡させて頂く場合がございます
迷惑メール設定をされている方は以下のアドレスの指定解除をお願いいたします

info@fellowsnet.com

公式ラインの登録は左の QR コードよりご登録ください

※返金対応はございません
送迎バスについて
送迎バス運行状況

バスルート、時刻表は別紙をご参照ください
原則、自動継続となります登録解除は前月１０日迄に窓口またはお電話にて手続きをお願いいたします
送迎バスをご利用の方は施設利用料として、おひとり様 1 期につき 1,100 円、片道利用の方は 550 円を
頂戴いたします（要登録）ご登録の方は 2 クラス目以降、振替の際に追加料金は必要ございません
単発でご利用の方はチケット(1 枚片道 165 円)を事前にご購入ください（要予約）
送迎バスの運行状況は左のＱＲコードよりご確認ください ご登録バス停のみ送迎させていただくお時間
に関しては運行状況は正確ではございません

スクール日程

フェローズスポーツホームページおよび公式ラインにスクール日程をご案内しております。

写真掲載について

ホームページなど、
お子様の写真が掲載される場合がございます。
ご都合の悪い方はフロントまでお申し出下さい。

資格停止

当スクールがレッスン運営に支障をきたすと判断した場合、退会していただく場合がございます。

【単発受講の方へ】
・ご都合の良いお日にちをその都度ご予約下さい。
・ご予約のキャンセル、変更は前日 23：00 までとなります（電話のみ）
・お支払いはレッスン前に 2 階の総合フロントへ現金または Paypay でお支払い下さい。
・単発でご受講の方はマルバサッカースクールの団体保険に加入しておりません。各自でご加入をお願いいたします。
【月 2 回コースの方へ】
1.月受講料
毎月２７日（土日祝の場合は翌営業日）にお客様指定口座より翌月期分を引き落としさせて頂きます。
引落開始日
月
日（予定）
月分（初回引き落とし金額 ￥
）
2.年会費
年会費（￥5,500）の有効期限は 1 年間となります。
※年会費は 4 月期で更新のため、5 月期以降ご入会の方は初年度は月割りとなります。
※年会費は毎年 3/27（土日祝の場合は翌営業日）に 4 月期の受講料と合算で引き落としとなります。
他校で年会費をお支払いの方は浦安校では頂戴いたしません。

3.予約方法

①スクール日程表 1 期の中でご都合の良いお日にちを 2 回ご予約下さい。
②予約のキャンセルは前日 23：00 までとなります（電話のみ）
③月曜日の強化クラスへの振替は小学生の時のレベルが強化の方のみご予約いただけます。
④未消化分につきましては次月期への繰り越しはできません。消化済みとなります。
⑤月謝制から月 2 回コースへ変更された場合、月謝制で残っている振替は月 2 回コースを予約後、各期日ま
で持ち越しができます。※在籍中に限ります。
⑥月２回コースは譲渡対象外です。

4.その他

【月謝制】の 8 番～11 番をご確認ください。

【月謝制の方へ】
1.月受講料

毎月２７日（土日祝の場合は翌営業日）にお客様指定口座より翌月期分を引き落としさせて頂きます。
引落開始日
月
日（予定）
月分（初回引き落とし金額 ￥
）

2.年会費

年会費（￥5,500）の有効期限は 1 年間となります。
※年会費は 4 月期更新のため、5 月期以降ご入会の方は初年度は月割りとなります。
※年会費は毎年 3/27（土日祝の場合は翌営業日）に 4 月期の受講料と合算で引き落としとなります。
他校を継続されている方は浦安校では頂きません。

3.割引制度

複数受講の場合、２つ目以降のクラスは 2,000 円割引いたします。
■他校を継続されている方は２校目から 1,000 円割引いたします。

4.Web 振替ｼｽﾃﾑ

詳細は別紙をご参照下さい。
①欠席のご連絡はレッスン開始の 1 時間前までにお願いします。
②振替が無料で受講できるお休みは、スクールカレンダーの 1 期(4 回)につき 2 回までとなります。
3回目４回目のお休み分は消化の際に１回あたり550円の事務手数料をお支払い頂くとお振替頂けます。

5.欠席連絡

6.振替制度

①振替はお休みされた期から、その先６期先まで有効となります。但し在籍中に限ります。
②振替のキャンセルは前日 23：00 までとなります（電話のみ）
③月曜日の強化クラスへの振替はレベルが強化の方のみ予約ができます。
④翌月期の予約は前月期の最終日よりご予約いただけます。
⑤1 期につき 3 回または 4 回お休みされた有料のお振替はお電話でご予約下さい。(Web 予約不可)
※事務手数料 550 円はレッスン前に、現金または Paypay でフロントヘお支払い下さい。
⑦振替レッスンは定員数に達している場合はお断りさせて頂く場合がございます。
■他校の振替分で浦安校に振替受講はできません。

7.振替の譲渡に malva 浦安校にご在籍中のご家族に限り振替の譲渡が可能となります。譲渡手数料は 550 円です。
ついて
ご予約は譲渡手数料をお支払い頂いてから予約可能となります。
譲渡は、譲渡元の条件で譲渡先に譲渡します。
（3.4 回目の振替を譲渡する場合は、別途 550 円必要です）
8.クラス変更
退会手続き
★月 2 回共通★

9.休会制度
★月 2 回共通★
休会申請はこちら

休会延長はこちら

10.エキストラ
★月 2 回共通★

原則、自動継続となります。クラス変更の方は前月１０日迄に窓口またはお電話にて退会手続きをお願いい
たします。退会の方は退会月の１０日迄に窓口またはお電話にて退会手続きをお願いいたします。
■他校の手続きにつきましては、各校の窓口へご連絡をお願いいたします。
休会を希望される方は休会希望月の前月 15 日迄に窓口または WEB にて手続きをお願いいたします。
16 日～期末日までにお手続きされた場合は、休会手数料を 1,650 円頂戴いたします（休会延長も同様です）
お席を確保しながら１期もしくは２期お休みできる制度です。その際に休会中の月会費は発生致しませんが、休会
後に必ずご復帰頂くことをお約束頂きます。また休会中は振替のご予約は頂けません。復帰された期以降持ち越し
となります。休会月も振替持越し期限６期間に含まれますのでご注意下さい。
※ WEB の場合は左の QR コードを読み取っていただくか、弊社ホームページの『お問い合わせ』ページの一番
下に＜休会の申請はこちら＞という項目を用意しております。こちらよりお申し込み下さい。
※ 休会中は 1 期 1 クラスにつき 1 回のみ 2,300 円/強化は 2,500 円で受講することができます。

浦安校を受講の方に限り１レッスン 2,300 円/強化は2,500 円で追加受講できます。
お電話でご予約下さい。

11.スポーツ
当スクールは、スクール生個人を被保険者としたスポーツ安全保険に加入しております。
安全保険
①団体での活動中 被保険者の所属する「団体管理下」における活動中の事故
★月 2 回共通★

②往復中

所属する団体が指定する集合・解散場所と、被保険者の住所との「通常の経路往復中」の事故

