
ゲーム実践で、仲間と一緒にスキルアップを目指そう！

《対象》

新小学1年生～新中学3年生

《日時》 3F 大体育室

3月29日（水）

①16:50～17:50（新小学1年～3年生）

②18:00～19:20（新小学4年～6年生）

③19:30～20:50（新中学1年～3年生）

《料金》

各クラス1,300円 定員25名/30名

ドリブル練習とゲーム実践でレベルアップを目指そう！

《対象》

新年少～新小学6年生

《日時》 3F 大体育室

3月29日（水）16:30~19:10 3本（各50分)

3月31日（金）12:30~16:25 4本（各55分）

※教室内容・対象は下記の教室一覧をご確認ください

《料金》

各クラス1,300円

定員各15名 定員各20名
① ②③

体育の種目の好き！得意！を増やそう☆

《対象》 新年中長～新小学3年生

《日時》 3F 小体育室※1クラスのみ申込み可

3月30日（木）・31日（金）

①3月30日（木）13:00～13:55（新年中～年長）

②3月31日（金）11:00～11:55（新年中～年長）

③3月30日（木）14:00～14:55（新小学1年～3年生）

④3月31日（金）12:00～12:55（新小学1年～3年生）

《料金》

各クラス1,300円

申込注意点 申込番号 教室名 対象 開催日 開催時間 定員 開催場所 料金

春1 バスケ① 新小学1年～3年生 16:50～17:50 25名 大体育室（半面） ¥1,300

春2 バスケ② 新小学4年～6年生 18:00～19:20 30名 大体育室（半面） ¥1,300

春3 バスケ③ 新中学1年～3生生 19:30～20:50 30名 大体育室（半面） ¥1,300

春4 体操① 3月30日（木） 13:00～13:55 15名 小体育室 ¥1,300

春5 体操② 3月31日（金） 11:00～11:55 15名 小体育室 ¥1,300

春6 体操③ 3月30日（木） 14:00～14:55 15名 小体育室 ¥1,300

春7 体操④ 3月31日（金） 12:00～12:55 15名 小体育室 ¥1,300

春8 ドリブル強化＆試合 新年少～新年長 3月31日（金） 12:30～13:25 20名 大体育室（半面） ¥1,300

春9 キック力強化＆試合 新年少～新年長 3月31日（金） 13:30～14:25 20名 大体育室（半面） ¥1,300

春10 一般スプリント 新年長～小学2年生 3月29日（水） 16:30～17:20 20名 大体育室（半面） ¥1,300

春11 サッカースプリント 新小学1年～3年生 3月29日（水） 17:25～18:15 20名 大体育室（半面） ¥1,300

春12 ドリブル強化＆試合 新小学1年～3年生 3月31日（金） 14:30～15:25 20名 大体育室（半面） ¥1,300

春13 サッカースプリントアドバンス 新小学2年～6年生 3月29日（水） 18:20～19:10 20名 大体育室（半面） ¥1,300

春14 上級ドリブルクラス 新小学3年～6年生 3月31日（金） 15:30～16:25 20名 大体育室（半面） ¥1,300

3月29日（水）

2023年4月時点の

新学年にて申込

※通年教室参加者も応募可

2023年4月時点の

新学年にて申込

※複数申込不可

※通年教室・定期教室参加者も

応募可

新年中～年長

新小学1年～3年生

2023年4月時点の

新学年にて申込

※複数申込可

※通年教室参加者も応募可



チアL変更OK

定員各10名

《対象》

幼児（4歳～未就学児）～新小学6年生

《日時》 2F Aスタジオ

3月31日（金）

①15:30～16:25 幼児（4歳～未就学児）

②16:30～17:25（新小学1年～6年生）

《料金》

各クラス1,070円

《対象》

幼児（3歳～未就学児）～新小学6年生

《日時》 3F 小体育室

3月30日（木）

①16:00～16:55 幼児（3歳～未就学児）

②17:00～17:55（新小学1年～6年生）

《料金》

各クラス820円

定員各10名定員各10名

《対象》

幼児（3歳～未就学児）～新小学6年生

《日時》 3F 小体育室

3月29日（水）

①17:00～17:55 幼児（3歳～未就学児）

②18:00～18:55（新小学1年～6年生）

《料金》

各クラス820円

定員各10名

《対象》

幼児(4歳～未就学児)～新小学6年生

《日時》 2F Sスタジオ

3月28日（火）

①16:00～16:55 幼児（4歳～未就学児）

②17:00～17:55（新小学1年～6年生）

《料金》

各クラス1,070円

申込注意点 申込番号 教室名 対象 開催日 開催時間 定員 開催場所 料金

春15 マット＆鉄棒① 幼児（3歳～未就学児） 17:00～17:55 10名 小体育室 ¥820

春16 マット＆鉄棒② 新小学1生～6年生 18:00～18:55 10名 小体育室 ¥820

春17 マット＆跳び箱① 幼児（3歳～未就学児） 16:00～16:55 10名 小体育室 ¥820

春18 マット＆飛び箱② 新小学1生～6年生 17:00～17:55 10名 小体育室 ¥820

春19 バレエ① 幼児（4歳～未就学児） 15:30～16:25 10名 Aスタジオ ¥1,070

春20 バレエ② 新小学1生～6年生 16:30～17:25 10名 Aスタジオ ¥1,070

春21 チアリーディング① 幼児（4歳～未就学児） 16:00～16:55 10名 Sスタジオ ¥1,070

春22 チアリーディング② 新小学1生～6年生 17:00～17:55 10名 Sスタジオ ¥1,070

2023年4月時点の

年齢・新学年にて申込

※通年教室参加者は応募不可

3月29日（水）

3月31日（金）

3月28日（火）

2023年4月時点の

年齢・新学年にて申込

※通年教室参加者は応募不可

2023年4月時点の

年齢・新学年にて申込

※通年教室参加者は応募不可

2023年4月時点の

年齢・新学年にて申込

※通年教室参加者は応募不可

3月30日（木）



【春短期教室 WEBからのお申込み方法】 2/25(土)～アクセス可能となります

【１】会員番号取得・初期登録（初めてお申込みの方はこちらからお進みください）

①右記ＵＲＬ(https://www1.nesty-gcloud.net/tss-pre-entry-shinjuku/)

または【１】会員番号取得のＱＲコードにアクセス後、空メールを送信してください。

②【WEB準会員登録】画面から、本登録を完了してください。

※登録される氏名・生年月日は、教室に参加される方の情報をご入力ください。

※【お知らせ配信】は、当落メールが届きますので、必ず「配信する」を選択してください。

③本登録完了後、【会員番号】が表示されますので、大切に保管してください。

④右の【2】教室申込のＱＲコードにアクセス後、「初めてご利用の方はこちら」をクリックし、

必要事項を入力し初期設定をおこなってください。

【２】教室申込み（会員番号をお持ちで初期設定済の方は、こちらからお進みください）

①右記URL（https://www1.nesty-gcloud.net/tss-event-shinjuku/)

または【２】教室申込のＱＲコードにアクセスし、ログインしてください。

②「イベント申込」を選択します。

③３月のカレンダー上に、登録年齢により参加可能な教室が表示されます。

希望の教室の初回開催日を選択し、教室ナンバーを参照の上、

教室を選択し、内容を確認後「OK」ボタンを押します。

【３】抽選・結果通知メール

①登録のメールアドレスに、当落通知が届きます。

※落選後は自動でキャンセル待ちに登録されます。
【1】会員番号

取得QRコード

【2】教室申込

QRコード

入金期日

3月13日(月)~23日（木）

※期間内にお支払いができない場合は、

お電話にて必ずご連絡ください。

申込期間(WEBのみ）

2月25日（土）から

3月11日（土）まで

8月3日

抽選

3月13日（月）

抽選結果は13時以降にメー

ルにて通知いたします

8月3日

二次募集

8月3日

教室参加

開始時間に遅れないよう、

お時間に余裕をもって

ご来館ください

3月18日（土）13時～

施設にて先着順受付

※空き教室は15日にＨＰにて告知

○お申込はＷＥＢ受付のみとなります。電話・施設受付はできませんのでご了承ください。

○各教室は2023年4月時点での年齢・学年のクラスにお申込みください。

○抽選は新宿区にお住いの方が優先となります。 ○参加者１名につき、同ー名教室は１つのみ応募可能です。複数申込をされた場合は、応募無効といたします。

○当選後、やむをえずキャンセルされる場合は、3月16日（木）までに、必ずお電話またはご来館にてご連絡ください。

○チアリーディングで使用するポンポンは、体験用をお貸出しいたします。


