
平素より、弊社ご利用頂き、誠にありがとうございます。
さて、早速ではございますが、表題につきまして、
当施設では、より皆様の顧客満足度を上げるべく、熟慮の末、
誠に勝手ではございますが、下記概要にて【改定】させて頂きたくお知らせ致します。
何卒ご理解ご了承頂き、今後ともご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

　Ⅰ．テニスレンタルコート料金

●わかりやすい料金設定へ（料金の種類が８種類→２種類へ）

【通常レンタルコート料金】（１面・１時間）

①「学生利用」　　平日　19：00まで １名様 ￥ 　330

②「学生利用」　　平日　19：00まで 4名様以上 ※一般は1名様まで ￥1,320

③「学生利用」　　平日　19：00以降 何名様でも ※一般は1名様まで ￥3,300

④「学生利用」　　土・日・祝日　全時間 何名様でも ※一般は1名様まで ￥3,300

⑤「一般利用」　　平日　19：00まで １名様 ￥ 　550

⑥「一般利用」　　平日　19：00まで 4名様以上 ￥2,200

⑦「一般利用」　　平日　19：00以降 何名様でも ￥4,400

⑧「一般利用」　　土・日・祝日　全時間 何名様でも ￥4,400

●テニスレンタルコート回数券販売開始（最大￥22,000お得！！）

【テニスレンタルコート回数券】

有効期限：１２ヶ月 ※お友達と分け合えます。

　１時間に換算すると・・・ ※連続最大３時間までご利用可能となります。

※19：00以降は2枚で1時間分となります。

　Ⅱ．自主トレタイム料金

●料金設定の変更（料金の種類が「一般・学生」→「時間」へ）
学生　30分　お一人様　￥220 19：00まで   30分　お一人様　￥220
一般　30分　お一人様　￥550 19：00以降　30分　お一人様　￥550

　Ⅲ．時間限定割引キャンペーン終了

テニスレンタルコート　土日祝　半額キャンペーン
フットサルレンタルコート　３時間ナイターパック

以上となります。
重ねて、ご理解・ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。

ご質問等は、各施設までお問い合せ下さい。 apaz

【変更詳細】

●下記ご案内と併せてご確認下さい

【変更開始】

２０２０年４月１日（水） より

テニスレンタルコート・自主トレタイム　料金　改定のお知らせ

【変更要点】

①１９：００まで
￥4,400（1面・1時間）

②１９：００以降
￥6,600（1面・1時間）

１０時間券　￥22,000（税込） ￥2,200（1面・1時間）　　￥４，４００（税込）

2020年3月末日にて終了



メンバーとは・・・当施設２店舗共通　年間チーム登録をなされているチーム様

ビジターとは・・・上記以外のチーム様

　・必ずお電話にてご連絡下さい。連絡がない場合には、キャンセル料金をお支払頂きます。

　・キャンセルにつきましては、７日前までは無料。

　　以後、６日前になりますと所定の金額の全額をお支払頂きます。

　※ただし、ご利用前日19：00～当日の間でご利用時間帯の天気予報に、雨マークがついている場合は、

　　無料にてキャンセルが可能。　　　（使用天気予報）　Yahoo天気予報「小名浜大原」

　　　　　　　　　　　　　　　　　http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/7/3620/7204/9718111.html

　・キャンセル料金　

　　OPEN～19：00までのご予約（１面　１時間）　フットサル　￥７，７００　テニス　￥４，４００

　　19：00～LAST までのご予約（１面　１時間）　フットサル　￥９，９００　テニス　￥６，６００

※メンバー登録チーム限定となります。 ※ビジターチームご利用可能！

※購入されたチームでのご利用時のみ、 ※お友達と分け合う事も可能！

　ご使用可能となります。 ※連続最大３時間までご利用可能となります。

※連続最大３時間までご利用可能となります。 ※19：00以降は２枚で１時間分となります。

Eﾒｰﾙ  info@apaz-futsal.com

フットサル　一般利用 テニス　利用

１０時間券 １０時間券

通常料金 最大 ￥99.000

￥66,000（税込）
※有効期限：12ヶ月

通常料金 最大 ￥44.000

￥22,000（税込）
※有効期限：12ヶ月

ア・パース フットサル-サッカー
レンタルスペース（小名浜店）

TEL   0246-73-3636 FAX　0246-73-3637

通常料金 最大 ￥49.500

￥33,000（税込）
※有効期限：3ヶ月

通常料金 最大 ￥55.000

￥22,000（税込）
※有効期限：12ヶ月

￥33,000お得!! ￥22,000お得!!

￥16,500お得!! ￥33,000お得!! OPEN～
　　　 19：00

￥２２０（税込）／３０分・お一人様
フットサル　一般利用 フットサル　その他利用

19：00～
　　　 CLOSE

￥５５０（税込）／３０分・お一人様５時間券 １０時間券

※１ 学生（要学生証）・女性の人数が一般の人数より多い場合

☆フットサル料金でテニスのご利用も可能となります。

☆団体様でのイベント開催、複数面・４時間以上のご利用に関しましては別途ご相談ください。

＊キャンセルについて＊

¥6,600

回数券 １枚（￥2,200） 回数券 ２枚（￥4,400）
テニス － －

現金 ¥4,400 現金

¥7,700

その他
※１

メンバー

ビジター
回数券 １枚（￥2,200） 回数券 ２枚（￥4,400）

現金 ¥5,500 現金

回数券 １枚（￥2,200） 回数券 ２枚（￥4,400）

現金 ¥3,300 現金 ¥5,500

現金 ¥12,100

回数券 － 回数券 －

現金 ¥9,900

回数券 １枚（￥6,600） 回数券 １枚（￥6,600）

利
用
種
別

フットサル 一般

メンバー
現金 ¥7,700

ビジター
現金 ¥9,900

フットサル

レンタルコート利用料金表　(小名浜)

曜日・祝日 　　　　全　　日　１面・１時間あたりの料金（税込）

時間 オープン～19：00 １9：00～22：00

 

 ・予約不可。開始１５分前時点でコートに空きがあれば 

  ３０分単位でご利用可能。 

 ・開始時間は〇〇：００と○○：３０のどちらかになります。 

 ・レンタルコートご優待券は、ご使用できません。 

 ・１つのコートを皆様で譲り合ってご利用いただきます。（独占利用は不可） 



メンバーとは・・・当施設２店舗共通　年間チーム登録をなされているチーム様

ビジターとは・・・上記以外のチーム様

　・必ずお電話にてご連絡下さい。連絡がない場合には、キャンセル料金をお支払頂きます。

　・キャンセルにつきましては、７日前までは無料。

　　以後、６日前になりますと所定の金額の全額をお支払頂きます。

　・キャンセル料金　

　　OPEN～19：00までのご予約（１面　１時間）　フットサル　￥７，７００　テニス　￥４，４００

　　19：00～LAST までのご予約（１面　１時間）　フットサル　￥９，９００　テニス　￥６，６００

※メンバー登録チーム限定となります。 ※ビジターチームご利用可能！

※購入されたチームでのご利用時のみ、 ※お友達と分け合う事も可能！

　ご使用可能となります。 ※連続最大３時間までご利用可能となります。

※連続最大３時間までご利用可能となります。 ※19：00以降は２枚で１時間分となります。

１０時間券

通常料金 最大 ￥55.000

￥22,000（税込）
※有効期限：12ヶ月

１０時間券５時間券

通常料金 最大 ￥49.500

￥33,000（税込）
※有効期限：3ヶ月

通常料金 最大 ￥99.000

￥66,000（税込）
※有効期限：12ヶ月

１０時間券

￥22,000お得!!

レンタルコート利用料金表　(勿来)

曜日・祝日 　　　　全　　日　１面・１時間あたりの料金（税込）

時間 オープン～19：00 １9：00～23：00

メンバー
¥7,700

¥12,100

¥9,900

回数券

現金

その他
※１

－

回数券

現金

－ －

メンバー

ビジター

１枚（￥2,200）

利
用
種
別

フットサル

フットサル

テニス

¥5,500

１枚（￥6,600）
一般

１枚（￥6,600）

¥9,900

現金

－
¥4,400

ビジター
¥5,500 ¥7,700

現金¥3,300

２枚（￥4,400）回数券

回数券

現金

１枚（￥2,200） ２枚（￥4,400）回数券

現金

回数券

現金

１枚（￥2,200） ２枚（￥4,400）

※１ 学生（要学生証）・女性の人数が一般の人数より多い場合

☆フットサル料金でテニスのご利用も可能となります。

☆団体様でのイベント開催、複数面・４時間以上のご利用に関しましては別途ご相談ください。

＊キャンセルについて＊

現金

回数券

¥6,600

回数券

現金

回数券

回数券

現金

Eﾒｰﾙ  st@apaz-futsal.com

フットサル　その他利用

￥33,000お得!!

￥33,000お得!!

フットサル　一般利用

フットサル　一般利用

￥16,500お得!!

テニス　利用

ア・パース　スタジアム（勿来店）
通常料金 最大 ￥44.000

￥22,000（税込）
※有効期限：12ヶ月

￥５５０（税込）／３０分・お一人様

￥２２０（税込）／３０分・お一人様

19：00～
　　　 CLOSE

OPEN～
　　　 19：00

TEL   0246-65-6033 FAX　0246-65-6034

 

 ・予約不可。開始１５分前時点でコートに空きがあれば 

  ３０分単位でご利用可能。 

 ・開始時間は〇〇：００と○○：３０のどちらかになります。 

 ・レンタルコートご優待券は、ご使用できません。 

 ・１つのコートを皆様で譲り合ってご利用いただきます。（独占利用は不可） 


