
 

ご入会の手引き 

入会金・受講料  

●入会金は、ご指定の金融機関口座または、クレ

ジットカードからの自動引き落としとなりま

す。退会から 1 年以内に復会される場合は、入

会金は不要です。 

●受講は１期(３ヶ月・１２回制)単位となります。 

 パーソナルは、１回３０分（半面１名） 

テーマは、1 回９０分（1 面定員６名）となりま

す。 

●受講料は、ご指定の金融機関口座または、クレ

ジットカードからの自動引き落としとなりま

す。自動引き落としは、毎月２６日に次月の受

講料を引き落とします。２６日が金融機関の休

業日の場合は、翌営業日に引き落としとなりま

す。 

パーソナル受講に関して 

●チェックインについて 

フロントで会員証を示してバーコードを読み

取らせてチェックインをお願いします。 

 ※会員証を紛失いたしますと再発行料として

1,100 円(税込)をご負担いただきます。 

●受講・会員証のご使用は、ご本人のみ有効です。

他人への貸与、譲渡することはできません。 

●テニスウェアは、運動しやすい服装の物をお選

びください。シューズはテニスシューズをご用

意ください。館内はテニスシューズ禁止です。

テニスシューズは、シューズケースに入れて持

ち運び、コート入口にて外履きとテニスシュー

ズを履き替えてください。5 階フロントもしく

は 4階ロッカーより外履きにて館内エレベータ

で 6 階フィールドまでお上がりください。5 階

マシンジムは内履きのため階段では移動でき

ません。 

●準備運動について 

 パーソナルの時間に準備運動の時間は、含まれ

ておりません。事故防止の為、準備体操を事前

に行っておいてください。また、万が一お怪我

をされた場合は、応急処置を施しますがその後

の責任は負いかねます。 

なお、当施設は、傷害保険を付帯しております。 

●チェックアウトについて 

フロントで会員証を示してバーコードを読み

取らせてチェックアウトをお願いします。（レ

ッスン終了後 1 時間以内） 

●駐車場をご利用の場合について 

チェックアウト時に駐車券をココカラ本厚木

フロントへお渡しください。 

※サービスが可能な駐車場は、ココカラ本厚木

1～3 階のクラブ駐車場のみとなります。 

 駐車場のサービス可能な時間は、レッスン受講

時間とスパ利用 1時間ご利用中のみご利用がい

ただけます。ご利用時間に応じて最大 2 時間半

までサービスが可能です。2 時間半を超える場

合は、３時間まで 100 円、３時間半まで 30 分

50 円、３時間半以降 30 分ごとに 200 円(税込)

の駐車料金が発生致します。また、満車の場合

は提携駐車場もご利用頂けます。（有料） 

 駐車券は、ココカラ本厚木のフロントスタッフ

にジュンレオパーソナル会員である旨を伝え

てお渡しください。 

 ※フロント前の駐車券自動サービス機を利用

すると通常の料金が発生いたします。 

 料金がかかってしまった場合の返金はいたし

かねます。 

●駐輪場をご利用の場合について 

 自転車・バイクでご来館される方は、5F フロン

トにてステッカーを取得して駐輪場をご利用

ください。 

●駐輪場ステッカー利用規約 

 チェックインアウト前後 5分程度以外の駐輪は、

禁止しております。 

 ご退会後の駐輪は、一切お断りします。 



 大型バンクの駐輪は、普通バイクと同じ駐輪ス

ペースになります。 

 悪天候や体調不良によりやむを得ず持ち帰り

が出来ない場合は、必ずチャックアウト時にク

ラブフロントへご連絡ください。 

●パーソナル・テーマクラスのクローズ 

 受講される方が０名だった場合は、受講開始時

間の１時間半前にクローズとなります。 

●雨天時の中止について 

 雨天時の中止は、受講開始時間の１時間半前ま

でに決定いたします。 

 雨天中止の確認は、テニススクール予約システ

ム「サービスエース」をご確認ください。 

●テーマクラスが２名以下の場合について 

 テーマクラスの出席者が１名の場合は３０分

のパーソナルとさせていただきます。 

 ２名の場合は、６０分のテーマクラスとさせて

いただきます。 

 

受講申込と欠席について 

●受講の申込、欠席は、テニススクール予約シス

テム「サービスエース」にてお申込みください。

電話等の受付は行っておりません。 

 ※フィットネス＆スパ ココカラ本厚木フロ

ントでは、ジュンレオパーソナルテニスの受付

等は一切行っておりません。ご了承の程、宜し

くお願いいたします。ご不明な点はテニスコー

チ、若しくはジュンレオテニスドームまでお問

い合わせください。 

●受講の申込は、受講開始時間の１時間半前まで

にお申込みください。 

●受講の欠席は、受講開始時間の２時間前までに

お申込みください。２時間を切りますと出席扱

いとなります。無断欠席も出席扱いとなります。 

●ご利用可能時間帯以外にお申込みされる場合

は、デイパーソナル 550 円(税込)、ナイトパー

ソナル・ウィークエンドパーソナル 275 円(税

込)の手数料が発生します。 

●受講１回分でジュンレオテニスドームかしわ

台（インドア）のレッスンを受講する事も出来

ます。※カーペットシューズ専用コートになり

ます。レンタルシューズ 330 円(税込）もご用

意しております。ご希望の場合は、テニススク

ール予約システム「サービスエース」にてお申

込みください。レッスン当日にジュンレオテニ

スドームかしわ台フロントにて会員証ご提示

の上、ご受講ください。 

●受講のお申込みは、最大６回分までご予約いた

だけます。 

●受講期限は次期終了日までとなります。（継続

者限定）また、退会された場合でも退会後 1 ヶ

月間はご受講いただけます。 

いろいろな受講方法 

●１面受講について 

 １面でパーソナルを希望の場合は、希望の時間

帯で２コマ申し込むことで１面での受講が可

能です。 

●連続受講について 

 ３０分以上希望の方は、連続でお申込ください。 

●会員様同士の１面パーソナルについて 

 お知り合いの会員様と一緒に半面ずつを申し

込んで１面でパーソナルを行う事も可能です。 

●会員様同士の連続パーソナルについて 

 お知り合いの会員様と一緒に連続で申し込ん

で２人で連続パーソナルをご受講できます。 

●ビジター受講 

 お友達の方を最大３名までお呼びすることが

出来ます。ビジター様１名に付き施設利用料

2,200 円(税込)別途発生します。 

退会について 

●退会をご希望される場合は、退会届をコーチ 

より受取り、所定の期日までにコーチにお渡 

しください。 

 ※退会期日は、期ごとに設定されます。詳しく

は、ジュンレオパーソナルテニス HP のシステ

ム・料金のスケジュールをご確認ください。 

●期の途中の退会はできません。なお、お申し出

がない限り、自動継続となります。 

●会費等の滞納、又は、会員規約に違反した場合



は、強制退会とさせていただきます。強制退会

となった場合は、再入会できません。予めご了

承ください。 

●急なケガ、病気、妊娠の場合は、必ず証明でき

る物（全治までの期間が記載されている診断書、

妊娠証明等）をお持ちの上、コーチへご相談く

ださい。 

 それ以外の規定期日後の退会の申し出に関し

ましては、いかなる場合でもキャンセル料が発

生いたします。予めご了承ください。 

キャンセル料 

●退会手続きが受付期日を過ぎますと下記のキ

ャンセル料が発生します。 

 ①規定の期日の翌日から期スタート前日まで 

  6,600 円(税込) 

 ②期スタート当日以降 

  11,000 円(税込) 

 お申し出を受けた月の受講料は頂戴いたしま

す。※お申し出を受けた次の月までご受講いた

だけます。 

入会資格 

①入会の手引きに定める規則を遵守する方 

②満１６歳以上（又は高校生以上）の方 

③刺青・タトゥー（判別が困難なペインティング

等を含む）をしていない方 

④暴力団その他反社会的な組織に所属していな

い方 

⑤医師等により運動を禁じられておらず、当スク

ール及びココカラ本厚木の利用に支障が無い

と自己責任に置いて申告された方 

⑥妊娠中でない方 

⑦伝染病、その他、他人に伝染病又は感染の恐れ

のある疾病を有しない方 

⑧自己管理のもと、施設を一人で利用する事が出

来る方 

⑨過去に当スクール又は他のスポーツ施設等に

より除名等の告知を受けた事のない方 

⑩当スクールが適当と認めた方 

館内利用可能エリアについて 

●ジュンレオパーソナルテニス会員が利用でき

るエリアは、多目的フィールド（テニスコー

ト）・ロッカールーム・ラウンジ・パウダールー

ム・大型温泉スパとなります。その他のエリア

は、ご利用できませんので予めご了承ください。 

 館内施設のご利用はレッスン終了時刻より 1時

間以内となります。 

※１時間を超えますと施設利用料 2,200 円 （税

込）が発生する場合がございます。 

その他 

●ご入会の際に入力いただいた事項（名前・住所・

電話番号・指定口座等）に変更があった場合は、

速やかにコーチまでお届けください。 

●館内、レッスン中に他の方への迷惑、危険とみ

なされる行為をされた場合は、やむを得ず退場

していただく場合がございます。 

●災害が発生した場合（火災、地震など）は、ス

タッフの指示に従い冷静に行動してください。 

●貴重品の保管は、各自でお願いいたします。盗

難、その他の事故が発生した場合は、責任を負

いかねます。 

●レッスン中、及び施設利用中に本人の故意又は、

不注意により器物の破損等を起こした場合は、

賠償の責任を負っていただきます。 

●施設内での商品等の販売行為、勧誘行為等は固

くお断りいたします。 

●施設内の無断録音、録画、及び写真撮影は、固

くお断りします。 

●お子様連れ、ペット連れの館内へのご入場はご

遠慮ください。 

●飲酒をしての受講はご遠慮ください。 

●休館日以外に当スクールの事情、災害、天災地

変、経済情勢の著しい変化等により施設の一部

変更、利用制限、又は休館にすることがござい

ます。 

●当案内は、運営継続上、改廃、変更が必要にな

った場合、当スクールで変更する場合がござい

ます。 



●この案内にない事項やルールは、ちらし・ポス

ター等の館内掲示板等に準ずるものとし、受講

生は誠意を持って遵守しスタッフからの案内

に従うものとします。 

●ココカラ｜本厚木｜の施設利用にあたりフィ

ットネス＆スパ ココカラ｜本厚木｜の会則・

細則に準ずるものとします。 

 

個人情報につきましては、法令に基づく場合等、

正当な理由によらない限り、事前に本人の同意

を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提

供することはありません。 

ジュンレオパーソナルテニスココカラ本厚木 

神奈川県厚木市中町 2-6-20 

お問い合わせ 

ジュンレオテニスドームかしわ台 

神奈川県海老名市柏ヶ谷 555-5 

046-236-5519



 

  

ジュンレオパーソナルテニス会員 

ご利用可能エリア 

４F 

①ロッカールーム 

②パウダールーム 

③大型温泉スパ 

５F 

①フロント 

②ラウンジ 

６F 

①多目的フィールド 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


