
広島南校

新年度無料体験会(４月) 開催のご案内

申 込 方 法

無料体験会概要

[申込開始日]  　2018年3月12日（月） 　12:00～
[申込方法]　 　参加申込書をご提出ください。FAX、E-MAIL、HPからも受付しています。お気軽にお問い合わせください。

【申し込み先】　　               TELTEL＆＆FAXFAX：：082-252-9800082-252-9800
E-MAILE-MAIL：：hiroshima-minami@coerver.co.jphiroshima-minami@coerver.co.jp

参加
希望日 □ ４月３日(火) 　　　　□ ４月４日(水) 　　　　□ ４月５日(木) 　

フリガナ
参加者氏名

　　□男・□女
通学先

　　　　　　　　　　　

生年月日
平成　　年　　月　　日

（新学年：幼児新年中・年長、小学新　　年生）
所属チーム

住所
〒　　　　－

連絡先
電話番号　（　　　　ー　　　　　－　　　　　）

緊急連絡先（　　　　ー　　　　　－　　　　　）

当イベントは
どちらで知りま

したか

HP ・ 友人紹介 ・ チーム（指導者） ・兄弟

その他（　　　　       　　　　　　　　　　　　）

　紹介　　
スクール生

氏名（　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　
体験会に　　　□参加する　　□参加しない

ご記入、ご登録頂く個人情報は、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致します。
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＞に基づきお取扱い致します。
詳しくは、http:www.coerver.co.jp/policy　をご覧下さい。

クラス 定員 時間 3日
(火)

4日
(水)

5日
(木)

U-6(幼稚園年中・年長) 20名 15:15～16:05（50分） - - ●

U-6(幼稚園年中・年長) 20名 15:35～16:25（50分） - ● -

U-8(小学1年、2年生) 26名 15:40～16:50（70分） ● - -

U-9(小学1年～3年生) 26名 16:15～17:25（70分） - - ●

1ｖ1U-10(小学3年、4年生) 26名 16:35～17:55（80分） - ● -

U-10(小学3年、4年生) 26名 17:00～18:20（80分） ● - -

U-12B(小学4年～6年生) 26名 17:35～18:55（80分） - - ●

1ｖ1U-12(小学5年、6年生) 26名 18:05～19:25（80分） - ● -

U-12A(小学5年、6年生) 26名 18:30～19:50（80分） ● - -

【会場】
　アイフット宇品 (スクール開催施設)　※裏面地図を参照
【持ち物】
　サッカーのできる服装、シューズ(スパイク不可)、すね当て、
　飲み物、着替え・タオル　※ボールはスクールで用意しております
【参加費】
　無料
【雨天時】
　屋内施設のため、雨天での中止はございません。
【クラス設定】
　2018年4月より通常のクラスと1ｖ1に特化した１ｖ１Movesクラスを　
開催を致します。開催日程をご確認しお申込み下さい。
【その他】
　※●印が開催日です。新学年での受講となります。通常クラスと
Moves　　クラスとの2回参加は可能とします。
　※怪我、事故については、当日の応急処置を行います。それ以降は
　　参加者の責任において処置をお願いします。
　※当イベントで撮影した写真を弊社のプロモーション素材に使用させて
　　いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

クーバー・コーチング・サッカースクール　広島南校
〒734-0003　広島県広島市南区宇品東　3-4-8　アイフット宇品内
Tel&Fax:082-252-9800
E-mail:hiroshima-minami@coerver.co.jp



赤石　光生 （あかいし　みつお）
スクールマスター

埼玉県 出身
クーバー・アカデミー・オブ・コーチング 第2期卒業
‘01年4月～ 相模原校サブマスター　　　　　　　　
‘02年4月～ 越谷校スクールマスター
‘06年4月～ 東川口校スクールマスター
‘08年9月～ 広島南校スクールマスター

【車でのアクセス】
国道２号線出汐町交差点を宇品港方面へ直進。県立広島大学を
過ぎた交差点を左折。天然温泉ほの湯隣。

【バスでのアクセス】
広電バス12号線『中国自動車学校前』バス停から徒歩2分

【電車でのアクセス】
広電宇品線『宇品二丁目駅』電停から徒歩10分

[所在地]　
〒734-0003　
広島県広島市南区宇品東3-4-8　アイフット宇品　内
TEL&FAX: 082-252-9800
E-Mail: hiroshima-minami@coerver.co.jp 
URL: www.coerver.co.jp
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料金表

カテゴリー コース 月会費 年会費 入会金

U6
（年中・年長）対象

[50分]

週1回 \4,860

\12,960
(\1,080/月)

\5,400

週2回 \7,290

U8 小学1・2年生対象
[70分]

週1回 \7,020

週2回 \10,530

U9 小学1・2・3年生対象
[７0分]

週1回 \7,020

週2回 \10,530

U10 小学3・4年生対象
[80分]

週1回 \8,100

週2回 \12,150

U12A 小学5・6年生対象
[80分]

週1回 \8,100

週2回 \12,150

U12B
小学４・5・6年生対

象
[80分]

週1回 \8,100

週2回 \12,150

１ｖ１
Moves
U10

小学3・4年生対象
[80分]

週1回 \8,100

週2回 \12,150

１ｖ１
Moves
U12

小学5・6年生対象
[80分]

週1回 \8,100

週2回 \12,150

U15 中学1・2・3年生対象
[80分]

週1回 \8,100

クーバー・コーチングとは・・・
個人のサッカー技術を最大限に伸ばすプログラムです。世界的に認知され
た指導方法を基に充分なトレーニングを積んだプロのコーチが指導します。
能力・経験・環境に関わらず誰もが気軽に参加できます。ボールをたくさ
ん触ることが上達への近道なので、練習は、ボール1人1個が原則。現在、
会員数は、日本全国に20,000名、141校のスクールを展開し（広島南校：
2008年９月開校）、世界30ヶ国以上で活動しています。

クラス設定

※表示価格は税込みとなっております。年会費は月割りで徴収させて頂きます。
※U-9クラスとU-10クラスを1日ずつ通う週2コースの方はU-10クラスの週2コースの料金を徴収させて
頂きます。
※U-9クラスと１ｖ１MovesU-10クラスを1日ずつ通う週2コースの方は１ｖ１MovesU-10クラスの週2
料金を徴収させて頂きます。
※1ｖ1Movesクラスは週1コースとなります。表記の週2回は通常クラスを通う場合の設定となります。

サッカーがもっと楽しく、上手くなる！
チーム活動は行わず、あくまでも個人の技術習得のサポートに徹しており、
誰もが通えるよう平日の放課後にカリキュラムを組んでいます。初心者のお
子様から、トレセンレベルのお子様まで、各自のペースに沿った指導と楽し
く学べるプログラムで、必ず上達が実感できます。「もっと早くからやって
おけば良かった･･･」と後悔する前に、ぜひ一度スクールを見に来て下さい。
幼稚園や学校の枠を超えた交流があるので、たくさんの友達もできます！
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