
月 火 水 木 金 土 日

8:50-10:00 幼児/小学生 幼児/小学生

10:05-11:15 幼児/中学生 幼児/中学生

10:30-11:20 親　子 親　子

11:30-12:20 親　子

13:50-15:00 幼　児

15:05-16:15 幼児/小学生

15:20-16:30 幼　児 幼　児 幼　児 幼　児

16:35-17:45 幼児/小学生 幼児/小学生 幼児/小学生 幼児/小学生

17:50-19:00 小学生/中学生 小学生/中学生 小学生/中学生 小学生/中学生

月 火 水 木 金 土 日

15:05-16:45 選　手

17:50-19:30 選　手 選　手 選　手 選　手

対象者 ３歳～中学生

ジュニアスクール時間割

週1回クラス
月・火・木　　　　

金・土・日 ฿3,000

฿4,000

週2回クラス ฿6,500

週3回クラス ฿8,500

選手クラス 週３回～週５回

選手クラス時間割

休

館

日

休

館

日

฿9,000～฿10,000

曜　日 入学金 受講料

曜　日 入学金 受講料

火曜日

木曜日週１回クラス

日曜日

฿3,000 ฿5,500

入学の手続きに必要なもの

入学諸費用（入学金・受講料１ヶ月分）

写真１枚（3×2.5㎝）スナップ写真可

スクール用品費用（スクール水着・スイミングキャップ）

料金・ご利用案内

親子スクール料金（税込）

対象者 6ヶ月～３歳未満と保護者１名

ジュニアスクール料金（税込）



月 火 水 木 金 土 日

8:50-10:00 30名 30名

10:05-11:15 40名 40名

10:30-11:20 10組 10組

11:30-12:20 10組

13:50-15:00 20名

15:05-16:15 30名

15:20-16:30 20名 20名 20名 20名

16:35-17:45 30名 30名 30名 30名

17:50-19:00 40名 40名 40名 40名

月 火 水 木 金 土 日

15:05-16:45 ２０名

17:50-19:30 ２０名 ２０名 ２０名 ２０名

金　額 金　額 科　目 金　額

ﾎﾞｯｸｽ Jr ฿1,000 ฿1,000 ポロシャツ ฿800

ﾎﾞｯｸｽ SML ฿1,200 ฿200 短パン ฿500

オールインワン Jr ฿1,800 ฿100 ワッペン ฿0

オールインワン SML ฿2,000 ฿150 終了証 ฿0

セパレート ฿1,700 検定料 ฿300 卒業証書 ฿0

キャップ M　฿250 L　฿300 認定証 ฿300

฿200～ バス代 １回 ฿200

対象者 高校生以上の男女

成人スクール 曜　日 入学金 受講料

週１回クラス

火曜日

฿3,000 ฿4,000金曜日

日曜日

週１回クラス
月曜日

฿3,000 ฿4,000
木曜日

対象者 高校生以上の女性

※バスをご利用される場合は、スクール指定用品（ポロシャツ・短パン）を購入してください。

アダルトスクール料金（税込）

レディーススクール 曜　日 入学金 受講料

水着（女）

振　替　え

検　定　料

日水連　泳

力検定

ゴーグル

休

館

日

ジュニアスクール用品・各種諸経費料金（税込）

科　目 科　目

水着（男）
休　学　届

クラス変更

選手定員

休

館

日

スクール定員



月 火 水 木 金 土 日

10:30-11:30 レディース レディース

11:30-12:30 成　人

19:30-20:30 成　人 成　人

３ヶ月 ６ヶ月 ９ヶ月 12ヶ月

฿11,500 ฿21,500 ฿31,000 ฿40,000

３ヶ月 ６ヶ月 ９ヶ月 12ヶ月

฿18,700 ฿35,000 ฿50,300 ฿65,000

３ヶ月 ６ヶ月 ９ヶ月 12ヶ月

฿24,500 ฿45,900 ฿65,800 ฿85,000

３ヶ月 ６ヶ月 ９ヶ月 12ヶ月

฿15,800 ฿29,700 ฿42,500 ฿55,000

金　額 種　別 金　額

利用時間 金　額 利用時間 金　額

中学生以下　　　　　　

（オーパス受講生同伴）
1時間 ฿100

高校以上　　　　　　　

（オーパス受講生同伴）
1時間 ฿120

中学生以下　　　　　　

（スクール受講生以外）
1時間 ฿170

オーパス短期会員 ※別紙参照

オーパス受講生 1時間 ฿100
高校生以上　　　　　　

（オーパス受講生以外）
1時間 ฿220

受講料

一般開放料金（税込）※小学校３年生以下は保護同伴

自由遊泳 自由遊泳

フリー　  

会員

フリー会員料金（税込）

科　目

入学金
฿3,000

฿3,000

フリー会員  

（土日祝）
฿2,000

※フリー会員は高校生以上に限る

受講料

週２回クラス

受講料

週３回クラス

受講料

親子クラス

アダルトスクール時間割

休

館

日

まとめての支払料金（税込）～長くなると割引率が大きくなります～

週１回クラス


