
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東急スポーツオアシス茨木 

キッズクラブ 
 

 

 

 

 

 

 

2022.5.25 
 



 

 

会費･各種手続きについて① 
 

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。 

                        更新料 毎年   /26 3,300 円 お引落 

                         初回お引落   /26     円 月会費 
 

収納企業名 SMBC ファイナンスサービス株式会社 ※対象店舗のみ 

引落方法 
「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。 

引落日 
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。 

ご注意 

※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。 

※ 引落日にご指定の口座よりお引落できなかった場合、SMBC ファイナンスサービス(株)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みをお

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。 

SMBC ファイナンス

サービス株式会社 

問い合わせ先 

TEL：03-6740-0450 

9:30～17:00（土日祝・年末年始休） 

 

※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。 

 

 

収納企業名 株式会社東急カード  

引落方法 

引落日 

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) 

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） 

 

 

収納企業名 各種クレジットカード ※一部対象店舗のみ 

引落方法 

引落日 

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。 

引落日は各種クレジットカード会社にお問い合わせください。 

 

 
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】までお問合せください。 



 

 

会費･各種手続きについて② 
 

諸届出（退会・変更）について 

内 容 お持ちいただくもの 届出について 金額（税込） 

退会をご希望される場合 会員証 
退会希望月の 10 日までにお手続きくだ

さい。（休館日の場合はその前営業日迄） 
－ 

休会をご希望される場合 会員証 

休会希望月の前月 10 日までにお手続き

ください。（休館日の場合はその前営業日

まで）翌月 1 日から変更となります。 

手数料 1,100 円 

×休会月数 

 

会員種類の変更を 

ご希望される場合 
会員証 

変更希望月の前月月末までにお手続きく

ださい。（休館日の場合はその前営業日ま

で）翌月 1 日から変更となります。 

－ 

氏名・住所などに 

変更が生じた場合 
会員証 随 時 － 

引落口座の変更を 

希望される場合 

（SMBC ファイナンスサ

ービス株式会社） 

キャッシュカード 

または 

口座番号+お届出印 

会員証 

随 時 

（新口座の登録には約 1～2 ヶ月ほど 

お時間がかかります） 

－ 

引落を東急カードに 

切替希望される場合 

東急カード 

（※注 1） 

随 時 

（切替には約 1～2 ヶ月ほど 

お時間がかかります） 

－ 

会員証を紛失された場合 － 随 時 手数料 550 円 

※（注 1）月会費の自動引落はカードに TOP マークの付いた TOKYU CARD が対象です。JAL カード TOKYU POINT ClubQ 、 

ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード、スーパーIC カード TOKYU POINT PASMO「三菱 UFJ-VISA」はご利用いただけません。 

 

※お手続きは、フロントで届出書の提出を受付の完了とし、お電話での受付は一切お受けいたしておりませんのでご

了承ください。 
 

退会・休会・変更のお手続きについて 

◆当月 10 日までにフロントでお手続きください。 

尚、10 日が休館日にあたる場合は、その前営業日が締め切りです。 
  

例）11 月末にてのご退会、もしくは 12 月からご変更の場合 
 

 

 

 

 

 

再入会制度について 
 ◆オアシスご退会後 6 ヶ月以内であれば、再入会制度をご利用いただけます。（一部会員種類を除き入会金無料） 

◆再入会手数料と前納会費（2 ヶ月分）にてご入会いただけます。 

◆再入会制度は、退会前の所属店舗のみとなります。（退会前に登録されていた会員種類、または再入会手続き 

 時の新規募集会員に限らせていただきます。） 

◆オアシスご退会後 6 ヶ月を過ぎた場合は、新規入会のお手続、ご入金が必要です。 

◆お引落口座・住所に変更がある場合は別途お手続が必要です。 

 

 

11 月 10 日 12 月 1 日 1 月 1 日 

11 月 30 日 

11 月 10 日迄に 
それぞれ手続きをすると 

11 月末日までご利用可 12 月 1 日より変更 



 

 

駐車場・駐輪場のご案内 

自転車 

■スポーツオアシスビル東側のオアシス専用駐輪場をご利用ください。 

 

バイク（原付、自動二輪） 

■スポーツオアシスの西側、道路沿いの駐輪場をご利用ください。 

■阪急茨木西口駐車場もご利用いただけます。 

【ご注意】 

※自転車・バイクをご利用の方は、有効期限内の専用ステッカーをお貼りください。 

（ステッカーはフロントにてお渡ししております。） 

※茨木市駅東口駐輪場、阪急茨木西口駐車場をご利用の方は、お帰りの際に駐輪券・駐車券をフロントに 

ご提示ください。駐輪券は無料サービス、駐車券は最大 1 時間まで無料サービスがございます。 

※駐輪場・駐車場サービスは、当施設ご利用時に限ります。 

※破損や盗難等につきましては、当クラブは責任を負いかねます。予めご了承ください。 
 

自動車 

■エルボスクⅡ駐車場  スポーツオアシスビル東側のエルボスクⅡに立体駐車場の入り口がございます。 

＜立体駐車場サイズ：高さ 1.58m・幅 1.85m・長さ 5.05m・重さ 1,600 ㎏＞ 

■阪急茨木西口駐車場   阪急茨木市駅の西口方面にある駐車場です。 

＜サイズ：ＲＶ・大型車もＯＫ・高さ１.９ｍ＞ 

【ご注意】 

※駐車券をお帰りの際にフロントにご提示いただくと、最大 1 時間までの無料サービスがございます。 

（以降 30 分ごとの駐車料金は実費にてお願いいたします。） 

※駐車場サービスは、当施設ご利用時に限ります。 

※破損や盗難等につきましては、当クラブは責任を負いかねます。予めご了承ください。 

 

 



 

 

 

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


 

 

振替可能回数

振替有効期限 欠席した月を含む３ヵ月間（休会月は含まず）

７月１日に欠席した場合

↓

９月最終営業日まで有効

７月最終営業日に休んだ場合

↓

９月最終営業日まで有効

「欠席した月を含む」なので例１と同期限

振替申込方法 ①ＯＫＳＳ（れんらくアプリ）の「受講状況・欠席確認」より

　『欠席』を入力（受講日当日の２３：５９まで）

　※「連絡なし欠席」（未入力）の場合は振替権利がなくなります。

↓

②振替予約（希望日当日の8：５９まで）

　ＯＫＳＳ（れんらくアプリ）の「振替」より、振替元を選択し、ご希望の

　日付、クラスを選択してください。

　※欠席日より以前でも振替受講可能です。

　※次月の振替予約開始日は前月の最終営業日翌日００：００です。

　※月毎の振替予約開始日はアプリ内のレッスンカレンダーをご覧ください。

　※平日クラス欠席分は日曜日への振替はできません。

③振替受講当日

　※予約状況を確認の上、間違いのないようお越しください。

　※入退館時はカードをカードリーダーにかざしてください。

　※振替のキャンセルは振替受講当日の８：５９まで可能です。

　　キャンセルもＯＫＳＳ（れんらくアプリ）にて行ってください。

　　振替のキャンセルは期間中であれば何度でも可能です。

　　キャンセルされた場合も振替期限は延長されません。

そ　の　他 ・各クラス、班毎の在籍数に応じて振替枠を設定しており、受け入れ枠には

　差があります。ご希望に添えない場合もございますが、予めご了承

　ください。

・休会中、退会後の振替受講はできません。

・進級テスト期間内に、「通常レッスンの振替」はできません。

　※「受験日変更」に関しては別紙をご覧ください。

・アクアチャイルドクラスは振替制度はございません。

・ご不明な点はスイミングフロントまでお問い合わせください。

【スイミング直通】☎０７２（６３７）１００１

　　　　　東急スポーツオアシス茨木 キッズスイミング　　　　

月２回の欠席分

月４回　　〃　

月６回　　〃　

ジュニアクラス「振替制度」ご案内

例１

例２

週１回コース

週２回コース

週３回コース

 



 

 

級 ヘルパー使用

無  級   ①洗顔　②バブリング（口でブクブク、パッ） あり

３０ 級 　水中歩行 あり

２９ 級 　立ち飛び込み～水中歩行への移行 あり

２８ 級 　板伏し浮き あり

２７ 級 　板キック （１２．５ｍ） あり

２６ 級 　グライドキック （５ｍ以上） あり

２５ 級 　ノーブレクロール （左右４かき以上・５ｍ以上） あり

２４ 級 　横呼吸 (キック板使用・１２．５ｍ） あり

２３ 級 　クロール （キック板使用・１２．５ｍ） あり

２２ 級 　クロール （１２．５ｍ） あり

２１ 級 　背面キック （２５ｍ） あり

２０ 級 　クロール （２５ｍ） あり

１９ 級 　クロール （２５ｍ） なし

１８ 級 　背面キック （２５ｍ） なし

１７ 級 　ノーブレ競泳クロール （左右４かき以上・１０ｍ程度） なし

１６ 級 　競泳クロール （２５ｍ）　※左右４かきに１回呼吸 なし

１５ 級 　背泳ぎ （２５ｍ） なし

１４ 級 　平泳ぎ板キック （１２．５ｍ）　※フォーム重視 あり

１３ 級 　平泳ぎ板キック （１２．５ｍ）　※推進力重視 あり

１２ 級 　平泳ぎ板キック （２５ｍ） なし

１１ 級 　平泳ぎ （２５ｍ）　 なし

１０ 級 　バタフライミックスキック （キック板使用・２５ｍ） なし

９ 級 　片手バタフライ （片側のみ・２５ｍ）　※２かきに１回呼吸 なし

８ 級 　バタフライ （１２．５ｍ）　※２かきに１回呼吸 なし

７ 級   バタフライ （２５ｍ）　※２かきに1回呼吸 なし

６ 級 　クロール（５０ｍ）　※ターン、制限タイム なし

５ 級 　背泳ぎ（５０ｍ）　※ターン、制限タイム なし

４ 級 　平泳ぎ（５０ｍ）　※ターン、制限タイム なし

３ 級 　バタフライ（５０ｍ）　※ターン、制限タイム なし

２ 級 　個人メドレー（１００ｍ）　※ターン、制限タイム なし

１ 級 　４泳法いずれか１種目の５０ｍ

（特 級） 　Ｃ級→Ｂ級→Ａ級→ＡＡ級　

①合格者へは、翌週以降に受付にて認定証をお渡しします。お帰りの際フロントにお越しください。

②合否結果は、進級テスト最終日の翌日から「れんらくアプリ」にて発表いたします。

※合否に関しての詳しい説明はレッスン内にて担当よりお子様へ直接ご説明いたします。

・申込手順は「通常の振替予約」と同様に「れんらくアプリ」よりお申込みください。

・進級テスト期間内に限り変更が可能です。

・受付締切は希望日当日の８：５９までとなります。（キャンセルも同様）

・受験日変更の１回分も規定の振替可能回数に含みます。

進級テスト期間内での受験日変更が可能です。予定等により在籍クラスにてテストを受験できない場合に

ご活用ください。

 【スイミング直通】☎０７２（６３７）１００１

≪進級テスト受験（練習）種目≫
受　験　種　目

なし

≪進級テストについて≫

進級テスト月　毎年度（５月、７月、９月、１１月、１月、３月）日程はレッスンカレンダーにてご確認ください。

≪進級テスト受験日変更制度について≫

　　　　　東急スポーツオアシス茨木 キッズスイミング　　　　　

 


