
 

ヴェルディのベビースイミングでは、 

「家族コミュニケーション」を 

1 番に考えています。同じことを一

緒にしたり、同じ時間を過ごすことで 

家族の絆が深まります。 

 

★おじいちゃん・おばあちゃんも一緒にプールに入れます 

 ・ヴェルディでは子供を含めて 3 人まで一緒にプールに入る事が出来ます。 

  ※20 歳以上で身内の方に限ります。 例）母、祖母 

 ・肌が密接に触れ合って過ごす事で、信頼関係が深まります。 

 

 

★子供のライフバランスを作ります 

 ・スイミング刺激を受け、睡眠や食事など 1 日の生活リズムを作りやすくします 

 ・コーチや家族以外の人と関わっていく事で自立出来る様にサポートします 

 

 

★子供同士、ママ・パパ同士が知り合うきっかけを作ります 

 ・周りの家族とのコミュニケーションを深めるとともに、情報交換の場にもなります 

 ・定期的にイベントを開催します 

 

 

★ママの全身もリラックスできます 

 ・育児ストレスの軽減にも繋がります 

 ・産後のダイエットにも役立ちます 
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 ベビースイミング注意事項 

 
★水着について 

●お子様のキャップはヴェルディ指定になります。※保護者はビキニ以外の水着でお願い致します。 

●水着は、ご自身でご用意下さい。ヴェルディで購入ご希望の場合は、フロントでお申し込み下さい。 

●おむつが取れていてもベビースイミング入水時は、スイムオムツの着用をお願い致します。 

 

★レッスン当日 

●入退館時は会員証のご提示をお願い致します。 

●レッスン 30 分前からはお子様の食事はお控えください。 

●プールに入る際は､化粧･整髪料等を落とし､貴金属類･アクセサリー類を外してください。 

●おむつなどのゴミ等は必ずご家庭までお持ち帰りください。 

●ロッカー内での飲食はお控えください。 

●貴重品をお持ちの方は､来館された際フロントにお預けください。※更衣室ロッカーに鍵はありません。 

●レッスン開始時間の 5 分前よりプールサイドにて体操を行います。 

 

★システムについて 

●お子様には、スポーツ安全保険に加入して頂きます。 

●3 名でプールに入る場合は､満 18 歳以上の血縁関係のある方に限ります。 

●チケット制となりますので､事前にチケットをフロントで購入してください。 

専用チケット 8 枚つづり 4,000 円（税込）※購入日から半年間が有効期限となります。 

●全てのチケットに名前を記入してください。 

●チケットに関しての返金は一切致しませんのでご了承ください。（期限切れ等） 

●チケットはプールサイドにて回収致します。フロントでの回収は一切致しません。 

●忘れた場合は、次回プールサイドにて回収致します。 

※2 回目も忘れた場合は、フロントにて現金払い（1,100 円）となりますのでご注意ください。 

 

★ベビースイミング卒業後・・・ 

●6 ヶ月から 3 歳の誕生月までが対象になります。 

※おむつが取れていない場合、幼児クラスへ移行の不安などがある場合コーチにご相談下さい。 

●誕生月を迎えましたらフロントで変更届のお手続きをお願い致します。 

⇒翌月から幼児クラスへの移行致します。 

※同意書の記入をし、水着・キャップ・スクールバッグを購入して頂きます。 

●幼児クラスの体験をされる場合は、1,100 円かかります。（要予約） 

※体験後に移行されますと物販特典があります。 

●退会ご希望の場合は、毎月 23 日が締め切りとなりますのでフロントで手続きお願い致します。 

 ※退会届が未提出の場合、年会費（￥4400）が入会月に毎年更新となり引き落としがかかります。 

 

ご不明な点がございましたら、ベビー担当までお問合せくださいませ。 



    重要事項説明書 
1、会員証について 

●レッスンの際はスクールフロントに掲示をお願い致します。（再発行の場合￥550 料金かかります。） 

2、会費の引き落としについて 

●会費は毎月 5 日に引き落としさせて頂きます。(土･日･祝日に当たる場合は翌日営業日) 

●万一、引き落としができなかった場合は、おはがきにてお知らせ致します。当月 23 日までに未納分をフロン

トにてお支払い頂くようお願い申し上げます。 

●年会費は１年に１度(入会月)に引き落としさせて頂きますのでご了承ください。 

年会費の引き落としのご案内は登録されているメールにて配信致します。※￥500クーポンを送ります 

(年会費は休会中であっても引き落としとなります。) 

●お支払いがご確認頂けない場合は、利用の停止、及び退会とさせて頂きますのでご了承ください。 

3、休会・退会・クラス変更のお手続きについて 

●お手続きは 23 日が締め切りとなります。(23 日が月曜日の場合は翌月営業日が締め切りとなります。) 

●お電話でのお手続きはできません。お手数ですが、ご来館をお願い致します。(FAX 可) 

●休会は月単位となります。一度のお手続きで最長 3 ヶ月までとさせて頂きます。 

●休会の「短縮」「延長」は可能です。(前月の 23 日までにお手続きをお取りください。) 

●休会の場合、休会費は頂いておりません。(親子会員の方は月額 1,100 円お引き落としとなります。) 

●休会満了後は自動復帰となりますので、休会期間をお忘れのない様ご注意ください。 

●退会される場合は 23 日までにお手続きお願い致します。 

（退会の手続きが無いと入会月に、年会費￥4400 が更新になりますのでご注意下さい。） 

4、その他 

●その他の変更事項(住所･電話番号･メールアドレス)がございましたらスクールフロントまでお申し出ください。 

●レッスン中及び施設での写真撮影はご遠慮頂いております。 

☆初めてのレッスンは   月   日（  ）  時です。 

【持ち物】 

○会員証・水着・水泳キャップ・タオル・ビニール袋 2 枚(靴用・タオル用)(ゴーグルは必要な場合のみ) 

・スイムオムツ(フロントにて 160 円で販売)(全てのお持ち物に必ずフルネームを記入してください。) 

○財布･携帯電話等の貴重品はフロントにてお預かり致します。 

【スクールフロント】 

  ○受付は、スクールフロントにて 20 分前より行います。 

  ○受付で、会員証のバーコードを読ませてからロッカーに行きます。 

【ロッカー】 

  ○ロッカーは空いているところをお使いください。 

  ○靴はビニール袋に入れて必ずロッカーにしまってください。 

  ○水着に着替え、キャップ･ゴーグルを付け、ビニール袋にタオルを入れてプールサイドに行きます。 

  ○眼鏡をお持ちの際はケースに入れてフロントに預けるか、プールサイドまでお持ちください。 

  ○男性の保護者様は男子ロッカーを女性の保護者様は女子ロッカーをご利用ください。 

【その他】 

  ○スクール練習日は 2 ヶ月ごとに配布されるカレンダーに記載されております。 

  ○忘れ物は毎月 4週目にスクールロビーにて展示いたします。（3 ヶ月を過ぎますと処分させて頂きます。） 
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ツルハ　駐車場
駐車できません

　　●地下駐車場はフィットネス専用駐車場となりますので、

屋外駐車場

フィットネス専用駐車場のため

駐車できません
屋外48台

～お客様へのお願い～

　　●近隣店舗への駐車はご遠慮いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

　　●オートバイでお越しの方は、駐輪場②へお止めください。
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地下駐車場

高さ制限：入口2.1ｍ-一部1.8ｍ
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　　　スイミングスクールの送り迎えの際は屋外駐車場・第2駐車場をご利用ください。

ヴェルディ　駐車場・駐輪場のご案内
★ヴェルディスポーツプラザの駐車場は、全て無料でご利用頂けます。

蕎麦屋　　　　　ツルハドラッグ　駐車場 第２駐車場
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39～44

　　　　　駐車できません
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親子会員について（ベビー） 

【パターン１】 ﾍﾞﾋﾞｰ会員１名とﾌｨｯﾄﾈｽ会員１名 

  ﾍﾞﾋﾞｰ会員① ｽｸｰﾙ会員② ﾌｨｯﾄﾈｽ会員① ﾌｨｯﾄﾈｽ会員② 金額合計 

従来 ￥4000(チケット) ——— ￥12320 ——— ￥16320 

親子会員 ￥4000(チケット) ——— ￥8580 ——— ￥12580 

差額 \3740 

【パターン２】 ﾍﾞﾋﾞｰ会員１名とﾌｨｯﾄﾈｽ会員（各々独立して会員資格を所有）２名 

  ﾍﾞﾋﾞｰ会員① ｽｸｰﾙ会員② ﾌｨｯﾄﾈｽ会員① ﾌｨｯﾄﾈｽ会員② 金額合計 

従来 ￥4000(チケット) ——— ￥12320 ￥9020 ￥25340 

親子会員 ￥4000(チケット) ——— ￥8580 ￥8580 ￥21160 

差額 \4180 

【パターン３】 ﾍﾞﾋﾞｰ会員１名とﾌｨｯﾄﾈｽ会員（会員資格を共有する）２名 

  ﾍﾞﾋﾞｰ会員① ｽｸｰﾙ会員② ﾌｨｯﾄﾈｽ会員① ﾌｨｯﾄﾈｽ会員② 金額合計 

従来 ￥4000(チケット) ——— ￥12320 ￥9020 ￥25340 

親子会員 ￥4000(チケット) ——— ￥10780 ￥14780 

差額 \10560 

【パターン４】 ﾍﾞﾋﾞｰ会員 1 名ｽｸｰﾙ会員 1 名とﾌｨｯﾄﾈｽ会員１名 

  ﾍﾞﾋﾞｰ会員① ｽｸｰﾙ会員② ﾌｨｯﾄﾈｽ会員① ﾌｨｯﾄﾈｽ会員② 金額合計 

従来 ￥4000(チケット) ￥7260 ￥12320 ——— ￥23580 

親子会員 ￥4000(チケット) ￥7260 \8580 ——— \19840 

差額 \3740 

【パターン５】 ﾍﾞﾋﾞｰ会員 1 名ｽｸｰﾙ会員 1 名とﾌｨｯﾄﾈｽ会員（各々独立して会員資格を所有）２名 

  ﾍﾞﾋﾞｰ会員① ｽｸｰﾙ会員② ﾌｨｯﾄﾈｽ会員① ﾌｨｯﾄﾈｽ会員② 金額合計 

従来 \4000(チケット) \7260 \12320 \9020 \32600 

親子会員 \4000(チケット) \7260 \8580 \8580 \28420 

差額 \4180 

【パターン６】 ﾍﾞﾋﾞｰ会員 1 名ｽｸｰﾙ会員 1 名とﾌｨｯﾄﾈｽ会員（会員資格を共有する）２名 

  ﾍﾞﾋﾞｰ会員① ｽｸｰﾙ会員② ﾌｨｯﾄﾈｽ会員① ﾌｨｯﾄﾈｽ会員② 金額合計 

従来 \4000(チケット) \7260 \12320 \9020 \32600 

親子会員 \4000(チケット) \7260 \10780 \22040 

差額 \10560 

※ パターン３、６の会員資格を共有した場合、夫婦が同じ時間帯で利用することは出来ない。 

【同じ時間帯で利用希望の場合、時間外ビジター料金（1,100 円）を頂き利用可能】 
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