
高次元で実現したテニススクールに

最適な人工芝です。

怪我を防ぐ適度なクッション性の

高密度な人工芝で滑りにくく、ボールの

転がり性能が高いのも特長です。

をクッション性 バウンド性 プレー性

平面駐車場完備
運転が苦手な人も安心無料無料

テニススクール ラフ
初心者にやさしい

もっと詳しく知りたい方は……
検索テニススクール ラフ

レッスン中のコーチやゲスト間
の距離はラケットが当たらない
距離を確保します。また、近距
離の高唱・声援・ハイタッチ・握
手は実施しません。

営業時間中は館内・コート内の
換気の為、窓やドアを可能な限
り開放し、換気扇を常時稼働し
ています。

施設内ではマスクの着用をお願
いしています。人との距離も極
力2ｍ以上空けるように協力を
お願いしています。

弊社 ガイドラインを順守し、皆様が安心して運動が
出来る環境づくりを徹底しています。

※

※(公財)日本スポーツ協会、(公財)日本テニス協会、(公社)日本テニス事業協会策定
　ガイドライン基に作成

ラフの感染予防対策 施設内の
対策

レッスン中
の対策

密接対策密閉対策 密集対策
業務用換気扇を常
時稼働。レッスン前
後に扉、窓を開口し、
換気の徹底。

館内のソーシャル
ディスタンスの確保

レッスン毎に館内
除菌清掃の徹底

スタッフ
マスク着用

更衣室に飛沫防止
パーテーションを設置

入口に
除菌マット設置

入口にサーモカメラ
設置で検温実施中!

今まで運動が続かなかった方 “エンジョイテニス”始
めてみませんか！

新
春
新
春

御
年
賀

各校先着
20名様に

コ
ー
チ

1名
に定員最大８名ま

で

初心者に
やさしいラフ

冷

暖
房完備 大道・

森

町
校

テニスカレッジ ラフ 明野校
アウトドア・一般・ジュニア

テニスアカデミー ラフ 大分校
ジュニア育成・強化

テニスカレッジ ラフ 医大ヶ丘校
アウトドア・一般・ジュニア・クラブ会員

テニスカレッジ ラフ 大分インター校 
アウトドア・一般・ジュニア

インドアテニススクール ラフ 大道校

インドアテニススクール ラフ 森町校

テニスはソーシャルディスタンスを保ちながら、安全に楽しめるスポーツです

入会金入会金

0円
通常3,300円（税込）

事務手数料含む

特典
1

初月
受講料
初月
受講料

0円
通常4,400円（税込）～
通常10,670円（税込）

特典
2 ラケットラケット特典

3 シューズシューズ特典
4 バッグバッグ特典

5

※入会手続きの際には、（通常）入会金・2ヶ月分の受講料（クレジット払い可）・口座のキャッシュカード・印鑑が必要となります。　※商品のデザイン・色は変更になる場合があります。

※アカデミー校は除く。

＋少人数制なので1人1人にあった指導が可能です
体力に自信がない方体力に自信がない方

初心者の方初心者の方

運動が苦手な方運動が苦手な方 4,400円（税込）/月4,400円（税込）/月
全クラス（平日でも夜間、土日でも）
60分

大道校・森町校限定大道校・森町校限定

はじめてクラスアダルト

入会者の8割はお1人様での入
会です。

入会者の8割はお1人様での入
会です。

お1人様でもお気軽に!お1人様でもお気軽に!
無料体験レッスン受付中!無料体験レッスン受付中!

早良校

新しいコト始めませんか

※大分インター校・
明野校・医大ヶ丘校
は除く

お年玉キャンペーンお年玉キャンペーン
地域最安値!地域最安値!

足腰にやさしい芝丈13mmの
高密度人工芝コート



大道校・森町校

明るく元気なスタッフが笑顔でお迎え。皆様のお越し
を楽しみにお待ちしております。

清潔感あふれるオシャレなパウダールーム。使いやす
い大きな鏡の化粧台や充実のアメニティ、広めのシャ
ワーブースや無料ロッカー完備など、女性に嬉しいポ
イントがいっぱいです。※当面の間、パーテーション設
置等による感染予防対策へのご理解とご協力をお願
い致します。

最新型のインドアテニスコート専用LED照明を設置。
メーカー推奨照度の200%の明るさを確保。ボール
が見やすく、夜のレッスンも快適です。

最新型のインドアテニスコート専用LED照明を設置。
メーカー推奨照度の200%の明るさを確保。ボール
が見やすく、夜のレッスンも快適です。

フロント

ラウンジは座り心地のよいイス、温かみのある照明な
ど、レッスン前後にご利用いただけます。換気、消毒を
徹底し、現在は、3密を避けるために、イスを間引いて
ソーシャルディスタンスの取り組みをしています。

居心地のいいラウンジ

最新型のインドアコート専用LED照明

たくさんのボールを打てるよう一面1,000球の
ボールをご用意し、一球一球に笑顔と愛情を乗
せてボールを出します。また運動が苦手な方に
もゆっくり丁寧にサポートさせていただきます。

週146本もの豊富なレッスンと、キッズからアダ
ルト上級クラスまで12種類のレベルに合わせた
きめ細やかなクラス設定。4歳から80歳代の方
まで、年齢を問わず楽しんでいただけます。

初心者にやさしいレッスン テニスの専門校ならではのカリキュラム

女性に嬉しいパウダールーム

クッション性を重視した足腰に優しい屋内専用高密度人工芝コート、１面6００㎡以上、天井高１０ｍ有しており、
十分なコートの空間（広さ・高さ）でプレーができます。また大型の開口部が複数あり換気も安心。

県内最大級の屋内コート

ジュニア（キッズ～中高生）クラス

お得な割引制度もございます

スマホで、パソコンでホームページをチェック!!
または右記2次元
バーコードより検索テニススクール ラフ

もっと詳しく知りたい方は

大分インター校・明野校・医大ヶ丘校 ジュニアテニスアカデミー

ラフは感染予防を徹底しながら、皆様の健康維持や体力向上をサポートさせていただきます。
運動不足による体力の低下やストレスは、カラダにもココロにも影響を及ぼします。

受講料10%OFF
プラチナ割
受講料10%OFF
家族割

受講料35%OFF
複数受講割

入賞者多数
インドアテニススクール 
ラフからテニスを始め、ア
カデミー校に入り全国優
勝・上位入賞した選手が
多数。全国に通じるジュニ
ア育成システムがラフに
はあります！

（2クラス以上受講の方）

（60歳以上平日限定の方）

全 員
鶴崎高城西大分

賀来

大分

森町
明野

大道

東院

宮河内

米良
光吉

大分

昭和電工ドーム大分

210

10

10

442

197

610

207

208
21

21

56

22

大分インター校
医大ヶ丘校

明野校

大道校
テニス
アカデミー ラフ大分校

森町校

換気設備
常時運転

県内最大級
の大空間
＋＋

アダルトクラス

ジュニアクラス

コートとコートの間が広いので、隣を気にせずに、コート一面を
目一杯使ってテニスを楽しめます。最新のLED照明を設置。
ボールが見やすく虫も寄ってきません。

楽しく体を動かしてストレス
解消をしたい方や、よりレベ
ルアップしながら練習や試
合を楽しみたい方、大会で
上位進出を目指している方
等、様々なニーズやレベル
に合わせたコース設定や指
導内容が充実しています。

少人数制クラスの中で
「打つ」「走る」「投げる」
等の、運動の基本を身に
つけながら、年齢・体力に
応じた段階別のプログラ
ムで、楽しみながら徐々に
レベルアップできるシス
テムです。

開放的なアウトドアコート

コーチングスタッフ
からのメッセージ

試合に勝つためのレッスンを毎日実施。九州大会・全国大会上位を
目指すラフジュニアコースのトップクラス。全国大会の会場で多く
使用されるハードコートにてレッスンを実施しています。

試合に勝つことはもちろん、
練習中からチームの一員とし
ての自覚を持たせ、協調性を
養い仲間を尊重し、応援してく
れる方に感謝する心を育むこ
とを重視。またフェアプレー精
神に基づき、ルールを遵守す
る大切さも指導しています。

育成・選手コース

❶テニス専門校ならではのカリキュラム

❷忙しい人も安心！振替は何度でも無料

❸他校でも振替受講が可能!

さらに家族で在籍なら家族間でもレッスンチケット譲渡OK

所属校以外でも振替で受講ができます

❹初心者応援宣言（アダルトクラスのみ）

365日冷暖房完備で快適

初心者から上級者まで楽しみながら上達!

少人数制（定員4名まで）なので1人1人にあった指導が可能

キッズから中高生まで7段階の細かなクラス設定

楽しく通い続けられる!ラフのおすすめポイント

「投げる、走る、打つ」テニスの
基本からしっかり指導

運動が苦手でも
しっかり上達

ゲームに役立つ
実践的な指導
試合で上位入賞を
目指します!

ラフが人気の理由

運動が苦手なお子様でも大丈夫。
コーチが１人１人のレベルに
あわせてサポートします。

初心者大歓迎

アダルトクラス

時間帯 受講料
大道校・森町校

クラス（月4回）
平日

はじめて
クラス

9,350円/月
10,670円/月
4,400円/月

土・日・
ナイター

中・高校生
クラス 8,800円/月全日

キッズ・
Jr.クラス

（80分）

（80分）

（60分） 7,480円/月全日

※はじめてクラスは60分

アダルトクラス

時間帯
大分インター校・明野校・医大ヶ丘校
クラス（月4回）

平日昼

8,360円/月

7,040円/月
8,360円/月土・日・

ナイター
中・高校生
クラス 全日

キッズ・
Jr.クラス①

（80分）

（80分）

（60分） 全日

Jr.クラス②③ （80分）

6,600円/月
7,700円/月全日

全クラス
3,300円
料金は全て税込です。

入会金
比べて下さい!
スマイル価格
比べて下さい!
スマイル価格

受講料

※入会手続きの際には、（通常）入会金・2ヶ月分の受講料（クレジット払い可）・口座のキャッシュカード・印鑑が必要となります。また、ご本人確認が
できるものをご持参下さい。※入会金には事務手数料が含まれています。

ジュニア選手専門 \ 競技派 /

NEWNEW

\アウトドア派/\インドア派/

テニスアカデミー ラフ 大分校

インドアテニススクール ラフ 大道校 インドアテニススクール ラフ 森町校

テニスカレッジ ラフ 医大ヶ丘校 
ジュニア育成・強化アウトドア・一般・ジュニア・クラブ会員

テニスカレッジ ラフ 明野校 テニスカレッジ ラフ 大分インター校 
アウトドア・一般・ジュニアアウトドア・一般・ジュニア

2097-547-1777

2097-547-1777

2097-573-0222

2097-547-1555 2097-523-6333

2097-549-3222


