
クラス設定

料金表

地図

18:00 19:00 20:0016:00 17:0015:00

月曜日

18:00 19:00 20:0016:00 17:0015:00

火曜日

18:00 19:00 20:0016:00 17:0015:00

水曜日

18:00 19:00 20:0016:00 17:0015:00

木曜日

18:00 19:00 20:0016:00 17:0015:00

金曜日

スクールマスター

スクールマスター

<電車でのアクセス>　
　東武東上線　成増駅より徒歩15分

<車でのアクセス>
　川越街道『東埼橋』三差路を左手、一つ目の交差点を左折して約1分

[スクール開催地]
　〒351- 0101　埼玉県和光市白子2-25-2
　FUTSAL POINT SALU和光成増

[スクール事務所]
　〒332- 0017　埼玉県川口市栄町3-1-13　若菜ビル302
　TEL & FAX : 048-240-3551   
　E-Mail : wako - narimasu @ coerver .co .jp 

和光成増校
U-6[50分]
定員20名

16:00～16: 50 
U-8[60分]
定員20名

16: 00～17: 00 

U-10[70分]
定員40名

17: 10～18: 20 

U-12[80分]
定員40名

18: 30～19: 50 

U-6[50分]
定員20名

15: 30～16: 20 

U-8[60分]
定員20名

16: 30～17: 30 

U-10[70分]
定員20名

16:30～17: 40 

U-12[80分]
定員40名

17: 50～19: 10 

U-10[70分]
定員20名

17: 10～18: 20 

U-12[80分]
定員20名

18: 30～19: 50 

U-8[60分]
定員20名

16: 00～17: 00 

U-12[80分]
定員20名

17: 50～19: 10 

U-10[70分]
定員20名

16: 30～17: 40 

カテゴリー コース 月会費 年会費 入会金

U-6 年中・年長対象
[50分]

週1回 ￥5,400

￥12,960
(￥1,080 /月)

￥5,400
↓

￥0

週2回 ￥8,100

U-8 小学1・2年生対象
[60分]

週1回 ￥6,480

週2回 ￥9,720

U-10 小学3・4年生対象
[70分]

週1回 ￥7,020

週2回 ￥10,800

U-12 小学5・6年生対象
[80分]

週1回 ￥7,560

週2回 ￥11,880

クーバー・コーチング
サッカースクール

和光成増校

立入　昇平 （ﾀﾁｲﾘ　ｼｮｳﾍｲ）

埼玉県出身
クーバー･アカデミー･オブ･コーチング 第5期卒業生
‘04年4月～ 浦和校 サブマスター
‘07年4月～ 新座校 スクールマスター
‘11年4月～ 和光成増校 スクールマスター

※表示は消費税込みの金額となります

必見！

検索クーバーwww.coerver.co.jp/

春の無料体験会
＆

4月入会金オフ キャンペーンのご案内

詳しくはＨＰまたは裏面をご覧ください

U-10[70分]
定員20名

16: 55～18: 05 

U-12[80分]
定員20名

18: 10～19: 30 

U-8[60分]
定員20名

15:50～16: 50 



無料体験会申込書
（お電話、メール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）

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・ジャパンの個人情報保護方針に基づきお取り扱いいたします。
詳しくは、当社個人情報保護方針《http://www.coerver.co.jp/policy/》をご覧ください。

～これからサッカーを始める方、もっと上手くなりたい方、是非ご参加ください～
スタッフ一同、心よりお待ちしております！！！

FAX＝０４８-２４０-３５５１

フリガナ

参加者氏名 年齢

体験希望日　（　✔　を入れてください　）

□　3月30日（水）　　□　3月31日（木）

保護者氏名

幼稚園・小学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新年中　・　新年長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新小学　　　　年生

住所　〒 電話番号

（　　　　　）　　　　　－

このイベントを知ったきっかけ　（　✔　を入れてください　）

□　HP　　　□　お友達の紹介（お名前：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

無料体験会　日程表
開催日 クラス 開催時間 定員

3月30日（水）
　U-6クラス　 （新年中・年長） 　16：00～16：50　（50分）

20名
　U-12クラス　（新5・6年生） 　17：10～18：30　（80分）

3月31日（木）
　U-8クラス 　 （新1・2年生） 　16：00～17：00　（60分）

　U-10クラス　（新3・4年生） 　17：20～18：30　（70分）

場　　所：クーバー・コーチング・サッカースクール和光成増校（FUTSAL POINT SALU 和光成増）
　

内　　容：クーバー・コーチングのメソッドを使用したトレーニングとゲーム
　

対　　象：新年中～新小学6年生（男女）の一般参加者およびスクール生　※お友達を紹介してくれたスクール生も参加できます。
　

参 加 費 : 無料
　

持 ち 物 : サッカーのできる服装、フットサルシューズ（サッカー用トレーニングシューズ、スパイク不可）
　　　　　すね当て（小学生以上）、飲み物、着替え・タオル
　

雨 天 時 : 屋内施設のため、雨天による中止はございません。
　　　 　  ただし、自然災害（台風、大雨、地震、その他）のため、開催が困難と判断した場合は中止といたします。
　　　 　  各クラス1時間前に開催の有無を決定いたしますので、各自お電話もしくはモバイルサイトにてご確認ください。
　　　　　　　　　　　TEL：048-240-3551　　http://mobile.coerver.jp/
　

申込受付：随時受付（先着順）
　

申込方法：①HP申込フォーム　　http://www.coerver.co.jp/　和光成増校よりイベント案内をご覧ください。
　　　　　②E-mail　　wako-narimasu@coerver.co.jp　（件名：無料体験会申込）  ※名前（読み方）、学年、連絡先をご記入の上お申込ください。
　　　　　③お電話　　TEL：048-240-3551
　　　　　④ＦＡＸ　　FAX：048-240-3551　　参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込ください。
　

そ の 他：イベントで撮影した写真に関して、クーバー･コーチングのＨＰ上等にて、掲載させていただく場合がございます。
　　　　  けが、事故については当日の応急処置のみ行いますが、それ以降は参加者の責任において処置してください。
　   　　  スポーツ保険は適用されませんので、予め各自でスポーツ保険へ加入されることをお勧めいたします。

なんと入会金無料！！
　　（通常￥5,400）
※４月からレッスンを開始する方が
　キャンペーン対象となります。

特典１ 4月入会者は！！ 特典２

クーバー・コーチング
オリジナルヘッドガード
プレゼント！！

新規入会者に！！ 特典３

友達と一緒に
体験会に参加ＯＫ！！

紹介者のスクールも！！

春の無料体験会＆4月入会金オフキャンペーン！！

【QRコード】

http://mobile.coerver.jp/
mailto:wako-narimasu@coerver.co.jp
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