
申込日 年 月 日

※いずれかにチェックおよび必要事項を記入の上、FAXにてお申し込み下さい。

無料体験 イベント スクールについてもう少し詳しく説明を聞きたいので電話が欲しい
[希望クラス] [希望日] 月 日（ ）

[携帯 電話番号] （ ）

[フリガナ] [性別] 男 ・ ⼥

（ 年⽣）[⽣年月日] 年 月 日⽣ 歳

[現住所] 〒

[⾃宅 電話番号] （ ）

[参加者名]

[スクールを何で知りましたか︖]

HP 友人の紹介 雑誌広告 チームからの案内 地域誌

その他 （ ）

[所属チーム]

チラシ

[フリガナ]

[保護者名] 幼稚園 小学校 中学校[学校名]（ ） 保育園

クラス設定スクールマスター

アクセス

【個人情報のお取扱いについて】
ご記入いただく個人情報は、当社における業務上のご連絡、⼿続き、管理等、関連する業務に対して使⽤いたします。
お客様の個人情報につきましては〈株式会社クーバー・コーチング・ジャパンの情報に関する基本方針〉に基づきお
取扱いいたします。詳しくは（http://www.coerver.co.jp/policy/）をご覧ください。

※お電話・E-mailでも受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください

カテゴリー コース ⼊会⾦ 月会費 年会費

U-8 小学1・2年⽣対象 [60分]

¥5,400 ¥1,080/月U-10 小学3・4年⽣対象 [70分]

U-12 小学5・6年⽣対象 [80分]

¥6,480

¥9,720

¥7,020

¥7,560

¥11,340

料⾦表 ※表⽰はいずれも消費税込みの⾦額となります

無料体験会開催決定!!

【電⾞でのアクセス】
ＪＲ東海道線 「三河安城」駅から徒歩 約10分
ＪＲ東海道新幹線 「三河安城」駅から徒歩 約6分

【⾞でのアクセス】
県道48号線 三河安城駅⻄交差点より
無料駐⾞場20台 有

[所在地]
〒446-0054 愛知県安城市⼆本⽊町東切替5 ジョイフットタウン三河安城

TEL ︓0566-93-1098
E-Mail︓ mikawa-anjo_coerver@aqua.ocn.ne.jp

週1回

週2回

月曜日

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:0014:00 21:00

[60分] U-8

16:00〜17:00
定員26名

火曜日

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:0014:00 21:00

⽊曜日

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:0014:00 21:00

⾦曜日

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:0014:00 21:00

[70分] U-10

17:10〜18:20
定員26名

[80分] U-12

18:30〜19:50
定員26名

【個人情報のお取扱いについて】
ご記入いただく個人情報は、当社における業務上のご連絡、手続き、管理等、関連する
業務に対して使用いたします。お客様の個人情報につきましては〈株式会社TRY’Mの情報に
関する基本方針〉に基づきお取扱いいたします。

三河安城校

[60分] U-8

16:00〜17:00
定員26名

[60分] U-8

16:00〜17:00
定員26名

[60分] U-8

16:00〜17:00
定員26名

[70分] U-10

17:10〜18:20
定員26名

[70分] U-10

17:10〜18:20
定員26名

[70分] U-10

17:10〜18:20
定員26名

[70分] U-10

17:10〜18:20
定員26名

[80分] U-12

18:30〜19:50
定員26名

[80分] U-12

18:30〜19:50
定員26名

[80分] U-12

18:30〜19:50
定員26名

週1回

週2回

週1回

週2回

鳥山 博司（とりやま ひろし）
スクールマスター

愛知県安城市 出身
クーバー・アカデミー・オブ・コーチング 第3期卒業⽣
財団法人日本サッカー協会 公認C級コーチ
安城市トレセン U-11、U-12コーチ
‘02年3月〜 【愛知】 春日井校サブマスター
‘05年1月〜 【愛知】 小牧・尾張旭校サブマスター
‘05年4月〜 【東京】 大田校サブマスター
‘06年4月〜 【神奈川】横浜ゆめが丘校サブマスター
‘07年4月〜 【神奈川】横浜校サブマスター
‘08年4月〜 【埼玉】 川口校スクールマスター
‘11年4月〜 【神奈川】メガロス大和校スクールマスター
‘13年6月〜 【愛知】三河安城校スクールマスター

¥10,530

『『『『クーバー・コーチングの指導システムならサッカーがもっと楽しく、上手くなる！クーバー・コーチングの指導システムならサッカーがもっと楽しく、上手くなる！クーバー・コーチングの指導システムならサッカーがもっと楽しく、上手くなる！クーバー・コーチングの指導システムならサッカーがもっと楽しく、上手くなる！』』』』

クーバー・コーチングはサッカーテクニックを習得するために作られた練習方法です。
5～15歳を“個人のスキル習得のゴールデンエイジ”として考えており、個人のスキル向上は、サッカーにおけるその他すべて
の部分を積み重ねる上での土台であり、これこそがクーバー・プログラムが重点をおいている部分です。

クーバー・コーチング・サッカースクールでは、以下の6つのポイントをベースに指導しております。
①個人の技術を最大限に伸ばす
②スーパースター達のテクニックが身につく
③子供１人にボール１個が原則
④サッカー選手の基礎をつくる緻密なプログラム
⑤子供のスキル、発育に合わせた“Step by Step ”の練習メニュー
⑥各自のペースにそった指導で上達が実感できる

以上のことを主としてコーチングします。

「もっと早くからやっておけばよかった･･･」「サッカーが楽しめるようになった！」など、ありがたいお言葉をいただいております。
この機会にぜひ一度スクールを体験してみてください。もちろん、初心者のお子様でも大丈夫です！
安心してお子様をお預けください。学校の枠を超えた交流があるので、たくさんのお友達もできます！
ボール1人1個が原則。ボールをたくさんさわることが上達への近道です。
この機会に是非ご参加ください！コーチングスタッフ一同心よりお待ちしております！！

全員にもれなく全員にもれなく全員にもれなく全員にもれなく特典

9月入会金月入会金月入会金月入会金 （（（（¥5,400)
100％％％％OFF!!
※9月会費が発生する方が対象となります



[日 程] ２０１７年 ８月の １ヵ月間 （下段、練習スケジュール参照）

[内 容] クーバー・コーチングメソッドを使ったトレーニングとミニゲーム

８月テーマ：「１対１の強化」

[定 員] 各曜日、各クラス： ２６名 ※既存スクール生の充足状況により、募集が若干名のクラスがあります。予めご了承ください。

[コ － ス] 週 １回 or 週 ２回コース （ご指定の曜日に通っていただきます）

[持 物] サッカーのできる服装、 シューズ（スパイク可）、 すね当て、 飲み物、 着替え・タオル、 防寒具（手袋など）

[雨 天 時] 悪天候時は中止といたします。その場合、各クラス開始 １時間前に開催の有無決定をいたします。
下記携帯サイトまでご確認ください。
中止となりましたら他の日にて「振替」が可能となっております。
その際はお電話にて予約の上、ご参加ください。

クーバー・コーチング携帯サイト http://www.jr-soccer.jp/coerver_mobile/index.htm

※「東海・中部・北信越」より「三河安城校」を選び、「GO！」を押すだけで、とても簡単です！

[そ の 他] ・イベント開催中に撮影した写真に関して、クーバー・コーチングのＨＰ上にて使用、掲載させていただく場合がございます。

・お申込いただいた個人情報はイベント開催のための各種連絡、業務にのみ使用します。

８月限定入会概要

申込方法＆支払方法

［申込開始日］ ２０１７年２０１７年２０１７年２０１７年７月７月７月７月１８１８１８１８ （火）（火）（火）（火） PM １２：００～１２：００～１２：００～１２：００～

［申込方法］ 下記手順にて、お申込ください。 （先着順）

（１）（１）（１）（１）メールメールメールメール ：：：： mikawa-anjo_coerver@aqua.ocn.ne.jp

※メールの件名を「１ヵ月限定入会申込み」とし、「お子様の氏名」「学年」「希望曜日」「通学先の小学校」「所属チーム」
「連絡先（携帯）」をご記入の上お申込みください。

※申込み確認のお電話をします。申込み後２日経っても連絡がない場合は、お手数ですがご連絡ください。

［支 払方法］ クラス確定後、１週間以内に下記口座に参加費をお振込ください。

（お願い）振込依頼人は参加するお子様の氏名を必ず打電してください。

※振込手数料は、お客様のご負担となります。

注）参加費振り込み後のキャンセルに関して
→返金の際の振込手数料はお客様のご負担となります。予めご了承ください。

［４月限定入会参加費］

［練習スケジュール］

参加費 週１回 週２回

Ｕ－ ８（小学新１・２年生）クラス ￥７，５６０ ￥１０，８００

Ｕ－１０（小学新３・４年生）クラス ￥８，１００ ￥１１，６１０

Ｕ－１２（小学新５・６年生）クラス ￥８，６４０ ￥１２，４２０

三菱東京UFJ銀行 安城支店 （普） ０１５４３５７０１５４３５７０１５４３５７０１５４３５７ 株式会社TRY’M（トライム）

8月限定入会のご案内

【８月】

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

２７ ２８ ２９ ３０ ３１
※灰色部分が練習日になります

８月３日～８月２９日までです

※表示はいずれも消費税込みの金額となります


