
2021.07.19



＊各種手続き種類

＊各種手続きについて

締切 備考

月会費の変更がない場合、

20日締切です。

休会費として、１ヶ月1,100円を

引き落としいたします。

金融機関の引き落としを解除いたします

※バスの取消も含みます

手続き日が休館日の場合、前営業日が締め切り日です。

すべてのお手続きは、１階キッズクラブフロントにて承っております。

お手続きの際には、会員証をお持ちください。

フロント営業時間のみの受付ですので、予めご了承ください。

（お電話でのお問合せも営業時間内とさせていただきます）

キッズクラブ直通電話 03-5876-0518

翌月より

適応

翌月より

当月末

事務手数料

クラス変更

休会費

入会金

会員証再発行手数料

前月の１０日

前月の１０日

8：00～17：30

休館日

営業時間

休会

退会

日曜

土曜

月曜～金曜

当月の１０日

10：00～18：30



会費自動引落のご案内

　当クラブでは、会員様の月会費などをお客様の口座より自動引落させていただいております。

　当クラブの会費の制度についてご説明いたします。

SMBCファイナンスサービス株式会社　

「東急スポーツオアシス入会申込書（兼 債権譲渡承諾書 兼 預金口座振替依頼書）」
に基づき、ご指定の金融機関の口座から自動的に引落させていただきます。

毎月26日(但し、土・日・祝祭日の場合は、翌営業日)に当月分の月会費としてお引落

いたします。毎月引落日の前日までに当月分の月会費をご指定の口座にご準備くださ

い。ご指定の口座の通帳には「オアシスカイヒ（SMFS」と印字されます。

ご入会時にはご本人確認のための書類をご提示いただきます。

20歳未満の未成年の方は、ご入会に際し入会確認書に親権者の署名が必要です。
また、入会申込書の承諾欄は親権者の方にご記入いただきます。

※毎月の会費引落に伴う請求書（ご利用代金明細書）の郵送はございません。

※当クラブは会員制のフィットネスクラブですので、施設のご利用のない月に関し

　ましても、月会費は通常通りお支払いいただきます。

※いったん引落させていただいた会費は、お返しできません。

※ 引落日にご指定の口座よりお引落できなかった場合、㈱セディナより振込用紙を

　 郵送いたしますので、金融機関、コンビニエンスストアからのお振込をお願い

　いたします。（振込手数料はお客様負担となります。）

　フロントではお支払いできませんので、予めご了承ください。

※お手続完了日によりましては、初回引落予定日が遅れる場合がございます。

　その際は複数月分のお引落となるか、フロントまたは振込用紙にてお支払いをお願いすることが

　ございますので、予めご了承ください。

※お手続が完了されない場合、お支払い済みの会費有効期限をもってご利用を終了させて

　いただくことがあります。

株式会社東急カード

株式会社東急カード
問い合わせ先

TEL：0570-026-109
9:30～17:00（1/1、2月第2日曜休）

株式会社東急スポーツオアシス問い合わせ先

　引落口座の照会
月会費金額の照会等

東急スポーツオアシス会費照会センター
TEL：0120-109-723

平日11：00～17：00　※木曜除く

または【ご入会先の東急スポーツオアシス店舗】までお問い合わせください。

TEL：03-6740-0450
9:30～17:00（土日祝・年末年始休）

収納企業名

引落方法
クレジットカード会社の規約に基づき継続して自動振替いたします。
引落日は毎月10日(但し、土・日・祝祭日の場合は、翌営業日)

収納企業名

引落方法

引落日

お願い

ご注意

SMBCファイナンス
サービス株式会社

問い合わせ先



会員の皆様に、安全に気持ちよくご利用いただく為、下記の注意とマナーをお守りください。

なお、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくスタッフにお尋ねください。

■当クラブは、原則月４回制のレッスンです。

■実施日は変更になる場合もございますので、あらかじめクラブカレンダーをご確認ください。

■何らかの理由により、練習に参加できなかった場合、他の曜日にてレッスンが受けられます。（スイミングのみ）

　　※詳細は「スイミング振替について」をご覧ください。

レッスンご参加の際は、以下のものをご準備ください。

指定水着、指定キャップ、タオル、ゴーグル（必要な方のみ）、飲み物（フタのできるもの）

動きやすい服装、指定小物（ボール、縄跳び）、タオル、飲み物（フタのできるもの）

動きやすい服装、室内シューズ、ポンポン、タオル、飲み物（フタのできるもの）

動きやすい服装、室内シューズ、タオル、飲み物（フタのできるもの）

空手着（指定のもの）、タオル、飲み物（フタのできるもの）

バレエシューズ、レオタードタイツなど（指定ではございません）

※空手につきましては、担当講師より説明がありますので、ご入会当初は「動きやすい服装」で結構です。

 　習得状況により、後日サポーター等もご購入いただきます。

 　また、別途傷害保険への加入ならびに所属団体への会員登録をお願いしております。

■ご観覧の際は必ず「保護者カード」をご使用ください。

　※お忘れの場合は保護者カードのご用意がありますのでそちらをご使用ください。

■スイミングは１階プールギャラリーにてご見学いただけます。

　 体操・チア・空手クラスはスタジオ内でのご見学はご遠慮いただいております。

　 レッスン中はお子様が集中できるよう、私語は慎み、お座りになってご見学ください。

　（お待ちの間は、施設内の指定の場所をご利用ください。）

■別途、見学会・発表会なども不定期ではございますが、実施予定です。改めてご案内いたします。

■ビデオ、デジタルカメラ、携帯電話等による撮影はご遠慮ください。

■飲食は１階プールギャラリー、２階スタジオ横のみとさせていただきます。

　ロッカー内での飲食はご遠慮ください。

■携帯電話は、周りの方のご迷惑にならないようにご利用ください。

■プールに入る際は、お化粧を落としてからご利用いただきますよう、ご協力お願いいたします。

■当日体調の悪い時は、無理をさせないようにしてください。

■レッスン開始20分前よりロッカーをご利用いただけます。キッズフロントにて会員証を提示し、チェックインしてください。

■プール・スタジオへのご入場はレッスン開始10分前からです。

　 スイミングは、コーチがロッカーまでお迎えに参りますので、ロッカー内で待機頂きますようお願いいたします。

■スイミングのお子様は、バスタオルを持参の上、プールサイドの指定の場所に座ってお待ちください。

　 体操・チア・ヒップホップ・空手・バレエのお子様は、スタジオ２にてお待ちください。

■お子様の着替えにつきましては、保護者の方にお願いをしております。

■必要以上の貴重品(ゲーム類等）はお持ちにならないでください。紛失等につきましては当クラブでは責任を負いかねます。

レッスン前

スイミング

体操

ご参加の方へお願い

チア

ヒップホップ

空手　※

バレエ

ご見学の方へお願い



■安全の為、全てスタッフの指示に従ってください。

■気分が悪くなったら、無理をせずすぐスタッフに伝えてください。

■トイレに行く際は、必ず担当スタッフにお伝えください。

■忘れ物のないようにお気をつけください（忘れ物保管期間は２週間です）

■フロントでチェックアウトしてお帰りください。

■空手クラスの昇級審査会・各大会、ダンス・バレエ・チアの発表会等へ参加される際は、別途費用が発生いたします。

　（詳細は開催の際、改めてご案内いたします）

■当クラブまでの往復途中での交通事故・その他の事故につきましては、当クラブでは責任をおいかねますので、

　 十分ご注意いただけるようご指導ください。

■幼稚園・学校の健康診断及び検査等で、運動に制限のある場合は必ず担当スタッフにご相談ください。

■感染症やその他の疾患に関しては、医師の診断を受けていただき、

 　レッスン参加可能の診断を受けた上でのレッスン参加をお願いいたします。

 　レッスン参加不可の診断を受けた場合はレッスン参加をお控えいただきますようお願いいたします。

■駐輪場について

　専用の駐輪場スペースをご用意しております。ご利用にあたっては「ＯＡＳＩＳ　ステッカー」が必要です。

　フロントにて配布しておりますので、お声がけください。

　　※駐輪場のご利用は、営業時間内のみとさせていただきます。 通勤・通学時等のご利用は固くお断りいたします。

■駐車場について

　お車でお越しの場合は、近隣の有料パーキングをご利用ください。

　駐輪場内における盗難・紛失につきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

レッスン中

レッスン後

その他



登録レッスン日に参加できなかった場合、他の曜日・時間帯にて欠席分のレッスンを

頂けない場合もございます。受けられるシステムです。振替は付帯サービスです。

ご希望の曜日・クラスにてお取り極力登録クラスへの参加をお願いいたします。

●専用WEBサイト【OKSS～オアシスキッズ安心システム～】にて手続を行っていただきます。

定員になっていない場合のみお受けいたします。

安全なレッスンを遂行する上で定員を設けております。

なおスイミングレッスンは級毎に枠が設定されているため、レギュラークラス人数が

定員に達している場合、振替の枠自体がないこともございます。予めご了承ください。

●振替の受付開始日は、当月１日からです。

　※月により変更する場合がございます。クラブカレンダーをご確認ください。

≪振替の手順≫

　「振替・欠席の利用方法」ページをご覧ください。

≪振替に関する留意事項≫
●手続は専用WEBサイト【OKSS～オアシスキッズ安心システム～】にて行っていただきます。

　※店頭やお電話での受付は出来かねます。

●携帯電話やスマートフォン・PCからの連絡は締切時間までにお願いいたします。

　欠席連絡手続を行っていただくことで、振替権利が発生いたします。

　※締切時間を過ぎると欠席連絡手続不可となり、振替権利が失効します。

　・欠席連絡の締切時間：「レッスン当日の23時59分まで」　※バス登録の方：「レッスン開始の1時間前まで」

　・振替連絡の締切時間：「レッスン開始の1時間前まで」

●振替キャンセルは、お取りいただいた振替レッスン当日のレッスン開始1時間前までにキャンセル手続を行ってください。

　※キャンセル連絡手続が無い場合、または振替当日のレッスン開始1時間前を過ぎてのキャンセルは権利が無効となります。

　★スイミングのみ、進級テスト週間は振替がお取りできません。あらかじめご了承ください。

　★休会期間中は、振替の対象とはなりません。

悪天候時の連絡について

台風や雪などの悪天候によりレッスンを中止する場合は、

ＯＫＳＳ【緊急連絡】メール・オアシスキッズクラブWEBサイトにてご連絡いたします。

※「OKSS～オアシスキッズ安心システム～」へのご登録をお願いいたします。

※天候の判断をし兼ねる場合は、お手数ですが当クラブへお問い合わせ、または当社キッズクラブWEBサイトを

　ご確認ください。

　緊急連絡メールを配信いたしますが、最新情報は当社キッズクラブWEBサイトに随時更新いたします。

※来館が困難な場合は、無理をさせないようにしてください。

※クラブバスのみ運休する場合がございます。予めご了承ください。

お客様のご都合によるお休み

オアシス都合(悪天候や施設整備など)

お休みをした月を含めて「1年間有効」

お休みをした月を含めて「1年間有効」



欠席連絡が、携帯やスマホから簡単に！
毎月の受講カレンダーもマイページから確認できます

お知らせ一斉配信メールにて、さまざまな情報を配信！
レッスンの休講など、タイムリーにお届けします

より便利に！より快適に！
ネットサービス開始

スクールに着いた時刻、帰りの時刻を保護者様の
ケータイへメールでお知らせします

スマートフォンをご利用されている方の【アプリ】登録方法

① 各家庭専用の利用者登録用紙のＱＲコード
にアクセスします
② AppStoreまたはGoogle Playのアイコン
をクリックします

③ AppStoreまたはGoogle Playから
［れんらくアプリ］をインストールします
④ アプリを起動し、登録用紙に記載された
施設ID・システム利用コードを入力します

⑤ パスワードを設定して登録します
⑥ 利用者登録完了となります

iPhoneの方はインストール時に必ずプッシュ通知の送信を許可して下さい【ご注意】

※ お手元の携帯電話で「登録案内メール」を受信できない場合は、メールの受信拒否設定されている可能性があります。 その場合は、以下のURLの受信許可マニ
ュアルに従って、[ @buscatch.net ]からのメールを受信できるように設定してください。
http://buscatch.net/mail.pdf

ガラケーをご利用されている方の【メール】登録方法

① 各家庭専用の利用者登録用紙のＱＲコード
にアクセスします
② [空メール送信]をクリックして、空メール
を送信します

③ 登録案内メールが返信されますので
本文のリンクにアクセスします

④ パスワードを設定して登録します

⑤ 【トップページへ】をクリックします
トップページをお気に入りやブックマーク

に登録してください

@buscatch.netからメールが受信できるように設定して下さい【ご注意】



オアシスWELBOX詳細はこちら http://www.sportsoasis.co.jp/campaign/member/benefit/welbox.html

http://www.sportsoasis.co.jp/campaign/member/benefit/welbox.html


幼児クラス 園児クラス 小学生クラス

カメ プールで遊べる

カニ 顔洗い

メダカ 顔つけ

ラッコ 潜り

ペンギン 伏し浮き

イルカ けのび

クジラ 背浮き

ビート板キック

① 面かぶりキック

② 面かぶりクロール 10m

③ クロール(呼吸つき)

背泳ぎキック

① 背泳ぎ

② クロール

③ 背泳ぎ

平泳ぎキック

① 平泳ぎ

② バタフライキック

③ バタフライ

クロール・背泳ぎ　泳法チェック

平泳ぎ・バタフライ　泳法チェック

100m　泳法チェック

100m個人メドレー　泳法チェック

＜進級テストについて＞

★進級テストは2か月に1度(8週目)、実施いたします。

★進級テスト以外の週でも進級基準を満たせば、次の級へ進級となります。

★テスト距離はあくまでも目安でありお子さまの様子を考慮して行います。

★振替でのテスト判定はできかねますので、ご了承ください。
★テスト判定はA・B・Cの3段階で判定いたします。すべてがA判定で進級です。

★初回のレッスン時に泳力チェックを行い、級の判定をいたします。

★表のワッペン欄にある数字はワッペンの数です。

★幼児（A）クラスはクジラ級まで、園児（B)クラスと12級までといたします。

それ以降は、次のクラスに変更してください。
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◆スペシャルスイマー◆

段階 レベル 帽子

SS1

SS2

SS3

SS4

SS5

SS6

SS7

SS8

SS9

SS10

SS11

SS12

SS13

SS14

SS15

※タイムクリアができたレベルに認定となります

※タイムは別紙参照

シルバー
50m1種目タイム①

50m1種目タイム②

ゴールド

1種目選択

50ｍタイム測定
or

100m個人メドレー　　タイム測定

プラチナ

内容

ブロンズ

シリコン

25m1種目タイム①

25m1種目タイム②


