東急スポーツオアシス松戸
キッズクラブ

2021.11.01

TOKYU SPORTS OASIS 松戸キッズクラブ
ご利用のご案内
営業時間について
営業時間
月曜・金曜

15:00 ～ 19:00

火曜・木曜

10:30 ～ 12:00 ／ 15:00 ～ 19:00

水曜

10:30 ～ 13:00 ／ 15:00 ～ 19:00

土曜

8:15 ～ 16:00

日曜

8:15 ～ 12:30

定休日

夏季休館・年末年始・施設点検日など

※内容が変更に場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※営業日に関しましてはキッズクラブカレンダーをご確認ください。

各種オプションについて
オプションプラン

月会費

オアシス WELBOX

550 円

オアシス WELBOX
プラス

880 円

サービス内容
様々な福利厚生サービスをご利用いただけます。
※詳しくはオアシス WELBOX 紹介ページ参照。
「オアシス WELBOX」がさらにグレードアップして手厚いサポートになりま
した。施設外のケガも対象、お見舞金の拡張、お支払回数が年 3 回に。
※詳しくはオアシス WELBOX 紹介ページ参照。
（料金はすべて税込）

お申し込み方法
各オプションのお申し込みご希望の方は店舗にてスタッフまでお声がけください。
電子届出書に必要事項をご入力の上、お申し込みください。

お支払い方法
会費と同様、毎月自動更新いたします。毎月会費と合わせてオプション月会費も自動振替させていただきます。
ご解約のお手続きがなければ、自動更新となりますのでご注意ください。

会費について
会費自動引落のご案内
【入会後の会費等の自動振替について】
月会費等は所定の方法で当社に届け出たクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づき継続して
自動振替させていただきます。
※「ご入会時の決済月の翌月会費」から自動引き落とし開始です。

※お引落日は登録いただきましたクレジットカードの締日により異なりますので、
登録カード会社へご確認ください。
株式会社東急スポーツオアシス問い合わせ先
各種手続き内容の案内

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、松戸店までお問合せください。
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各種手続きについて
諸届出（休会・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

休会を希望される場合

会員証

月会費 1,100 円での休会が可能です。
休会希望月の前月 10 日までにお手続きください。

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。
当月末でのご退会となります。

クラス変更をご希望される場合

会員証

変更希望月の前月の、クラブカレンダー青枠から
20 日までにお手続きください。
翌月からの変更となります。

氏名・住所などに
変更が生じた場合

会員証

引落クレジットカードの変更を
希望される場合

クレジットカード
と会員証

随 時
（新クレジットカードの登録には
1 ヶ月ほどお時間がかかります）

会員証を紛失された場合

本人確認書類

随 時
（再発行手数料 550 円）

随

時

（料金はすべて税込）

※各種手続きに関しまして、締め切り日が休館日の場合はその前営業日迄となります。
※お手続きは店頭での電子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。

休会について
休会を希望される場合は、店頭にて休会手続きが必要です。
休会月会費 1,100 円(税込)・・・休会希望月の前月 10 日までにお手続きください。
※休会期間中のレッスンは、振替対象となりません。また振替でのレッスン参加もできません。
※休会期間中のアクアパーソナルの受講はできません。

クラス変更について
在籍クラスから他のクラスに変更を希望される場合は、
前月のクラブカレンダー青枠の日～毎月 20 日までに店頭でのお手続きが必要です。
翌月 1 週目のレッスンから変更となります。
※クラブカレンダーの青枠の日が休館日の場合は、翌営業日から受付致します。
※20 日が休館日にあたる場合は、前営業日が締め切りとなります。
※進級により在籍時間帯に該当級が開講していなかった場合も、クラス変更手続きが必要です。
※前月のクラブカレンダー青枠の日以前の受付は致しかねます。
※状況により、ご案内が異なる場合がございます。予めご了承ください。(年度末など)
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ご利用について
会員の皆様に、安全に気持ち良くご利用いただくため、下記の注意とマナーをお守りください。
尚、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 4 回制のレッスンです。
■実施日は変更になる可能性がありますので、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。
※振替は付帯サービスとなります。極力登録クラスにて参加をお願いします。
※詳細は「振替について」をご覧ください。
■スイミングの進級は在籍クラスでのみ可能です。振替先での進級はできません。

ご参加の方へお願い
レッスン参加の際は、以下のものをご準備ください。
スイミング
指定水着・指定キャップ・タオル・ゴーグル（必要な方のみ）
空手道着（指定のもの）・他サポーター類(指定のもの)・タオル・
空手
飲み物（フタ付）
ダンス
動きやすい服装・室内シューズ・タオル・飲み物（フタ付）
チアダンス
動きやすい服装・室内シューズ・タオル・飲み物（フタ付）
動きやすい服装・タオル・飲み物（フタ付）
運動神経向上
※空手につきましては、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、別途障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。
（初回レッスン時に講師より、別途ご案内いたします）
※運動神経向上スクールは、レッスン中裸足で行います。

ご見学の方へお願い
■ご観覧の際は必ず「保護者入館証」を首から下げてご使用ください。
※お忘れの場合は保護者入館証のご用意がありますので、スタッフへお声かけください。
■見学につきましては、お子様 1 名につき保護者様 1 名まででお願い致します。
■スイミングはプールギャラリーにてご見学いただけます。
スタジオレッスンは各場所内にてご見学いただけます。
レッスン中はお子様が集中できるよう、私語は慎み、所定の場所にてご見学ください。
■見学会・発表会がある場合がございます。実施の場合は改めてご案内いたします。
■館内すべてにおきましてビデオ・携帯電話等による撮影はお断りいたします。
■ロッカー内・スタジオ内・プール内での飲食はおやめください。他のお客様のご迷惑にならないよ
うにご配慮いただき、ゴミのお持ち帰りにご協力ください。
■携帯電話は所定の場所(ギャラリー・エントランス)にて周りの方の迷惑にならないようにご利用く
ださい。

レッスン前
■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 30 分前よりロッカーをご利用いただけます。
チェックイン後、ロッカーの利用をお願いいたします。
■プール・スタジオへのご入場はレッスン開始 10 分前からとなっております。
スイミングは時間になるまで、ロッカー内にて待機をお願いします。
■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。スタジオレッスンのお子様は、各スタジオ内にてお待ちください。
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■お子様の着替えをスタッフが手伝うことはございません。保護者の方にお願いしております。
■貴重品・ゲーム機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。

レッスン中
■安全の為、全ての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にスタッフにお伝えください。
■トイレに行く際は必ず担当スタッフにお伝えください。

レッスン後
■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）
■必ずチェックアウトをしてお帰りください。

その他
■発表会・外部イベント・空手クラスの昇級審査・各大会等は、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。
■保護者の方が着替えを手伝う場合は、保護者の方の性別のロッカーをご利用ください。
■必要以上の貴重品はお持ちにならないでください。
■持ち物すべてに、必ずお名前（フルネーム）をご記入ください。
※お子様のお荷物は類似したものが多く、間違い（特にシューズ）が多発しております。
※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。
■館内でのお忘れ物は、2 週間保管後、お引取りがない場合は処分させていただきます。
■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負いか
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・保育園・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。
■オムツはずれが完了していないお子様は、水遊びパンツ(水用オムツ)の着用をお願い致します。
尚、オムツはずれ完了間際での着用につきましては、各ご家庭で判断をお願い致します。
店舗でも、水遊びパンツ(水用オムツ)を販売しております。(1 セット(3 枚入り)¥398(税込))
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悪天候時の連絡について
台風や雪などにより、レッスンを中止する場合は、原則、以下の対応をさせていただきます。
レッスン中止の場合は、専用サイト「OKSS」メールにてこちらからご連絡をいたします。
天候の判断をしかねる場合は、当クラブまでお問合せくださいますようお願い申し上げます。
※キッズクラブＨＰへも随時情報を掲載いたしますので、併せてご確認をお願いいたします。

振替制度について
何らかの理由によりレッスン日に参加できなかった場合、ほかの曜日にて欠席分のレッスンを受けら
れるシステムです。振替は付帯サービスです。
安全上の理由で各クラス定員制のため、希望の曜日・時間にてお取りできない場合もございます。
やむを得ない場合を除き、登録クラスへの参加をお願いいたします。
振替先クラスでの進級はできません。
■振替受付について
クラブカレンダー青枠の日の 0:00 より、当月分の欠席・振替について、専用サイト「OKSS」より
入力可能となります。
■振替権利について
欠席連絡があった場合のみ、振替権利が発生いたします。
欠席連絡がなかった場合は、振替権利が発生しません（失効）のでご注意ください。
（欠席連絡はレッスン当日の 23:59 まで可能です。「OKSS」から欠席連絡をお願いいたします。）
※上記締切時間を過ぎると、欠席連絡ができなくなりますので、必ず締切時間前にお願いいたします。
■振替期限について
欠席日から 3 ヵ月後の月末までが期限です。期限内での振替をお願いいたします。
例）8 月 10 日にお休み ⇒ 11 月末日までの期限
■振替申込について
振替受講予定のレッスン開始 1 時間前までに、
「OKSS」から振替の入力をお願い致します。
尚、お電話での振替は一切お受けしておりませんので、ご了承ください。
■振替キャンセルについて
振替受講予定のレッスン開始 1 時間前までに、「OKSS」からキャンセル連絡をお願い致します。
キャンセル連絡がないまま、振替を欠席されますと振替権利は失効致します。
尚、お電話でのキャンセルは一切お受けしておりませんので、ご了承ください。
■その他
進級テスト期間中は、振替をお取りできません。予めご注意ください。
休会期間中は、振替対象となりません。また振替でのレッスン参加もできません。
退会後は振替でのレッスン参加はできません。
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専用サイト「OKSS」について
より便利に！より快適に！
ネットサービス開始

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
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
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
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

【ご注意】

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

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

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
⑥

パスワードを設定して登録します
利用者登録完了となります

ガラケーをご利用されている方の【メール】登録方法

【ご注意】

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

@buscatch.netからメールが受信できるように設定して下さい

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

※ 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。
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キッズスイミング進級基準表■進級テストは 2 ヶ月に 1 度、実施いたします。
■在籍クラスでのみ、進級が可能です。
■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。(随時進級制度)
■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。
■テスト月に一度でも在籍クラスに出席し、且つテスト週間に欠席された場合は日頃の練習を参考に
判定をいたします。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 判定で進級となります。

級

帽子
幼児クラス

園児クラス

カメ
カニ
メダカ
ラッコ
ペンギン

ピンク色
赤色

イルカ
クジラ

15
14
13

オレンジ色

12
11
10
9

黄色

8
7
6
5

水色

4
3
2
1

テスト項目(代表項目)

小学生クラス

シリコン

Ｓ1

プールで遊べる
顔洗い
顔つけ
潜り
伏し浮き
けのび
背浮き
ビート板キック
面かぶりキック
面かぶりクロール
クロール(呼吸つき)
背泳ぎキック
背泳ぎ
クロール
背泳ぎ
平泳ぎキック
平泳ぎ
バタフライキック
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

■体験レッスン時または初回レッスン時に泳力チェックを行い、級の判定をさせていただきます。
■各級共、泳力取得・向上だけを目的とせず、水上安全等も幅広く行っていきます。
■避難訓練や着衣泳、レッスン撮影会などを開催することがございます。
開催が決定しましたら、随時ご連絡致します。ご協力のほどお願い致します。
■幼児クラスはクジラ級までとさせていただきます。
■在籍時間帯に進級した級が開講していない場合は、他のクラスへの変更手続きが必要です。
■詳しくは店舗までお問い合わせください。
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目安距離

5ｍ
10ｍ
12.5ｍ

25ｍ

50ｍ
100m

キッズスイミング認定基準表■進級テストは 2 ヶ月に 1 度、実施いたします。
■進級基準で S1 を合格した方対象になります。
■タイム測定は 2 ヶ月に 1 度、実施いたします。
■テスト週以外にも、テスト月に限り希望者は 1 回だけタイム測定が可能です。
（希望の際は、お子様本人から担当スタッフにお伝えください）
■タイム測定の結果により、各レベルに認定されます。
■各レベルの設定タイムは学年によって異なります。
■テスト月に本人よりタイム測定の希望の申し出がなく、
かつテスト週に欠席された場合は、判定はできかねますのでご了承ください。

級
ブロンズ
シルバー
ゴールド
プラチナ

SS1
SS2
SS3
SS4
SS5～SS10
SS11～SS15

認定項目
認定初級
25m2 種目タイム
50m2 種目タイム①
50m2 種目タイム②
1 種目選択 50m・100ｍ個人メドレー
タイムクリア

目安距離
25ｍ
50ｍ
50ｍまたは 100ｍ

キッズアクアパーソナルについて
通常クラスとは異なり、スイミングコーチと希望者でパーソナルレッスンを行うプログラムです。
■進級基準に基づくものではありませんので、進級はありません。
■時間は、30 分・45 分となります。(15 分単位)
■料金はコーチにより異なる場合がありますので、店舗へお問い合わせください。
■月会費とは別で、お支払いが必要です。
■完全予約制です。初回ご希望の方は、店舗へお問い合わせください。
※原則、在籍者向けサービスとなります。
※休会中の方は、ご利用いただけません。
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オプションについて

オアシス WELBOX 詳細はこちら

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