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GYMMATE studio himawari

体操スタジオ 
ダンススタジオ実 施 種 ⽬ ⼀ 覧

⽩⾦スポーツパーク

煌⼼会空⼿道場

晴桜塾 空⼿道場

RAISE Dance School Studio

毎週⽉・⽔・⽊・⼟・⽇曜⽇

毎週⽔・⽊・⼟・⽇曜⽇

毎週⽕曜⽇

毎週⾦曜⽇

毎週⽕曜⽇ 15:00~19:00

各12名

各10名

⼊会⾦3,300円(税込) / 年会費2,200円(税込)

◉リトルキッズクラス：3~5歳 
◉キッズクラス：6~9歳 
◉チアダンス親⼦(⼤⼈)クラス：⾼校⽣~ 
◉GIRLSクラス：中学⽣~

各15名◉チャイルドクラス (4〜6歳)

◉チアダンス / ◉リズムダンス  

◉HIPHOP / ◉JAZZ / ◉K-POP

◉未就学児クラス/◉⼩学⽣クラス

◉未就学児コース 
◉⼩学⽣コース

◉初級クラス / ◉初中級クラス 

◉セミプライベート少⼈数制クラス 

◉未就学児コース：15名 

◉⼩学⽣コース：各20名

◉初級クラス / ◉初中級クラス：各12名 

◉セミプライベート少⼈数制クラス：5名

◉未就学児コース7,700円(税込)  

◉⼩学⽣コース9,900円(税込) 

◉初級/初中級クラス  

週1回コース8,000円 

週2回コース11,000円(税込)  

◉セミプライベートクラス ⽉2回11,000円(税込) 

◉キッズクラス (6〜9歳)

◉ジュニアクラス (9〜12歳)

◉アクロバット・バク転クラス (9歳〜)

◉⼤⼈クラス (16歳〜)

⼊会⾦5,000円(税別) / 年会費5,000円(税別) 

⼊会⾦5,000円(税込) / 年会費5,000円(税込) 

⼊会⾦5,000円(税込) / 年会費5,000円(税込) 

⼊会⾦5,000円 / 年会費5,000円 

スポーツ保険代1,000円(税込)

※2021年12⽉までにご⼊会の場合、ご⼊会⾦無料サービス

10,000円(税込)

13,000円(税込)

週1回10,000円(税別) / 週1回17,000円(税別)

◉チャイルドクラス/◉キッズクラス/◉ジュニアクラス

7,150円(税込)

◉週1コース

13,200円(税込)

◉週2コース

5,500円(税込)

◉親⼦チア⽉2回

8,800円(税込)

◉親⼦チア⽉4回

⽉4回10,000円(税別) / ⽉4回16,000円(税別)

◉アクロバット・バク転クラス / ◉⼤⼈クラス

※フープ・ボール・リボン・シューズ

詳しい内容は 

各団体のWEBサイトより 

直接ご確認ください。 https://ssp39.jp/

SHIROKANE SPのWEBサイトはこちら!

RHYTHMIC GYMNASTICS 新体操

CHEER DANCE/DANS チアダンス/ダンス

KARATE 空⼿

GYMNASTICS 体操
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FC東京プライベートスクール⽩⾦

MAKOTO HASEBE SPORTSCLUB

バルシューレ⽩⾦教室

フットサルコート実 施 種 ⽬ ⼀ 覧
⽩⾦スポーツパーク

CASQ Speed Training®

ヨネックスジュニアゴルフアカデミー

biima sports ⽩⾦校

ハビスケーロ ドリブルスクール

UNBRANDED WOLVES SOCCER SCHOOL

毎週⽉曜⽇ 毎週⽊曜⽇

毎週⼟・⽇曜⽇

毎週⾦曜⽇

毎週⼟曜⽇

毎週⽕・⽔曜⽇

◉U6(年中・年⻑) / ◉U8(⼩1・⼩2)

◉U10(⼩3・⼩4) / ◉U12(⼩5・⼩6)

◉U6・U8：8名 / ◉U10・U12：6名

3,000~9,000円(税別) ※⼊会⽉によって異なります

◉U6：6,000円(税別) / ◉U8：7,500円(税別)

◉U10・U12：9,000円(税別)

毎週⽊曜⽇

◉⼩1~2年 / ◉⼩3~4年 / ◉⼩5~中学1年

◉10名

⼊会⾦ 5,500円(税込) / 年会費 13,200円(税込)

10,000円(税込)

毎週⽇曜⽇ 15:00~19:00(⽉3回)

◉ベーシッククラス：各6名

◉パーソナルクラス：最⼤2名

◉KIDSベーシッククラス(年中・年⻑)

◉Jrベーシッククラス(⼩学1~6年)

◉パーソナルクラス(年中~⼩学6年)

⼊会⾦ 5,500円 / 年会費 13,200円

◉KIDSベーシッククラス：12,000円(税込)

◉Jrベーシッククラス：15,000円(税込)

◉パーソナルクラス：25,000円(税込)

年少〜⼩学6年⽣ ◉未就学児クラス / ◉⼩学⽣クラス

◉年少・年中コース / ◉年⻑・⼩1~3コース

◉幼児クラス / ◉⼩学1・2年⽣クラス

◉親⼦クラス / ◉スナックゴルフクラス

◉⼩学3・4クラス / ◉⼩学5・6年⽣クラス

◉ジュニアクラス

各1〜4名 各10名

◉年少・年中コース：15名 / ◉年⻑・⼩1~3コース：12名

各クラス：12名

◉親⼦クラス：各3組
◉スナックゴルフクラス：各6組(親⼦で参加も可)

◉ジュニアクラス：各4名

お申込者1名につき7,000円(税別) 5,500円(税込)

⼊会⾦ 16,000円(税込)

⼊会⾦無料(通常:8,800円) / 年会費13,200円

⼊会⾦8,000円(税別) / 年会費850円(税込・保険料込み)

7,700円(税込)

9,400円(税込)

9,900円(税込)

※お申込者以外の参加者には⼊会⾦はかかりません。

※3~4⽉体験なし⼊会の場合のみ、⼊会⾦は無料!

※上記対象外の⽅は応相談

22,000円(税別)

◉1on1(申込者1名/コーチ1名)

1グループにつき32,000円(税別)

◉1on1(申込者1名/お友達1名/コーチ1名)

1グループにつき45,000円(税別)

◉1on1(申込者1名/お友達2名/コーチ1名)

1グループにつき48,000円(税別)

◉1on1(申込者1名/お友達3名/コーチ1名)

1組1回6,600円(税込) ⽉4回時26,400円(税込)

◉親⼦クラス

1名1回3,300円(税込) ⽉4回時13,200円(税込)

◉スナックゴルフクラス

1回4,400円(税込) ⽉4回時17,600円(税込)

◉ジュニアクラス

SOCCER サッカー BALLSCHULE バルシューレ

SPEED TRAINING スピードトレーニング

GOLF ゴルフ

KIDS SPORTS 総合キッズスポーツ

詳しい内容は各団体のWEBサイトより直接ご確認ください。
SHIROKANE SPのWEBサイトはこちら!

https://ssp39.jp/


