
 
 クーバー・コーチング・サッカースクール　トキワ高松校

〒760-0078 香川県高松市今里町1-385　トキワフットドーム内
Tel:087-861-3875　Fax:087-861-3830　　E-mail:takamatsu-coerver@tokiwafootdome.com       
http://www.coerver.co.jp/takamatsu/

トキワ高松校　特別体験キャンペーンのご案内 
　トキワ高松校では２０２０年１月の体験者限定で、特別体験参加キャンペーンを開催いたします。
通常１回の体験参加ですが、期間中２回体験参加することができます。（同じ曜日２回参加は不可）
週２回の入会を検討している方や、曜日を迷われている方にぴったり！！
個人とスモールグループのスキルに特化したクーバー・コーチング・サッカースクールを是非この機
会に体験してみてください♪

【　内　容　】 １月の通常スクール開催期間中（右図参照）、
　　　　　　　　通常１回の体験参加を２回参加可能
　　　　　　　　※同じ曜日を2回参加することは出来ません
　　　　　　　　※空き状況を予めお電話でご確認下さい。

【   対　象   】 スクールに通っていない一般の年少～年長、小学１年生～中学３年生
　　　　　　　  　　　　
【 開催 場所 】 クーバー・コーチング・サッカースクールトキワ高松校
　　　　　　　　トキワフットドーム（高松市今里町1-385）

【　参加費　】 無料
　　　　　　　  
【   持ち物   】 運動の出来る服装、シューズ（スパイク不可）、レガーズ（すね当て）、飲み物、タオル、着替え

【   申　込   】 お電話にてお申込（先着順）
　　　　　　　  お申込後、裏面の参加申込書をＦＡＸか直接スクールへご提出ください
　　　　　　　　　ＴＥＬ：087-861-3875　　ＦＡＸ087-861-3830

【 申込 開始 】 随時受付

【 注意 事項 】　※怪我、事故について当日の応急処置は行いますが、
　　　　　　　　　それ以後は参加者の責任において処置をお願いします。

【 参加 特典 】　※『クーバー・コーチング・オリジナルステッカープレゼント』
　　　　　　　　　　（一般参加者のみ配布致します）

【 紹介 特典 】　スクール生は一般の友達を紹介頂くと他の曜日に一度参加することが出来ます（１月中のみ）

※青い部分が練習日になります 
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１月練習開催カレンダー



春の無料体験会ＦＡＸ申込書 FAX = 087-861-3830 

☆スクール詳細はウェブサイトへ! www.coerver.co.jp/ 検索 クーバー 
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【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｛常磐産業株式会社の情報に関する基本方針〉に基づきお取扱いいたします。 

トキワ高松校 

[所在地] 〒760-0078  
              香川県高松市今里町１-３８５ トキワフットドーム内 
              TEL: 087-861-3875  FAX: 087-861-3830 

 料金表 ※表示はいずれも消費税込みの金額となります。 

          カテゴリー 

U-6 年中・年長対象[50分] 

¥5,500 
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U-8 小学1・2年生対象[60分] 
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年少対象[40分] 

¥6,600 

¥4,400 

週2回 

週1回 

週2回 

¥11,550 

入会金 会費 年会費 クラス 

マ
ル
ナ
カ 

伏
石
店 

琴
平
線 

三
条
駅 

栗
林
公
園 

ｶﾞｽﾄ 

ゆ
め
タ
ウ
ン 

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 

高等学校 

280 

10 

高松第一 

クーバー・コーチング 

 トキワ高松校 

 

サッカースクール 

 （トキワフットドーム内） 
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 アクセス 

  フリガナ 

参加者氏名 

 

年齢 

特別体験キャンペーン   希望日（1日目）    月   日   曜日 

※１日目と違う曜日     希望日（2日目）    月   日   曜日 

 

保護者氏名 

 

保育園・幼稚園・小・中学校名                      年少・年中・年長       年生 

    〒 

住所 

 

電話番号 

紹介者（スクール生）                                                                                     クーバー・コーチングからのご案内  

氏名                                                                                            希望する   ・  希望しない   ※○印をつけて下さい。 

 クラス設定 

定員に達しているクラスもございます。 
予め空き状況をご確認下さい。 

 
FC : 0120-81-2036 

特別体験キャンペーンＦＡＸ申込書 FAX = 087-861-3830 
※お電話でお申し込み後、FAXして下さい。 

www.coerver.co.jp/ 
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