
※受講クラス数を増やしても、受講クラス数が小さい場合の月会費を下回ることはありません。

※同居の家族が入会する場合に限ります。

①　入会金　／　免除 ②　年間管理諸費　／　5,200円割引※

★ 兄弟や姉妹、保護者の方も一緒にサッカースクールへ！

家族割

おトクな

割引内容

週２割 週３割 週４割 週５割

２クラスの

月会費合計から

2,000円割引 4,500円割引 7,500円割引 11,000円割引

３クラスの

月会費合計から

４クラスの

月会費合計から

５クラスの

月会費合計から

受講クラス数 ２クラス ３クラス 4クラス 5クラス

★ 受講すれば受講するほどおトク！　受講クラス数に応じて月会費合計から割引！

　　※4）　スクールバスでの送迎を希望される方のみ。（月額：1,100円・税込）

　　※2）　年会費を12回分割にした金額です。 曜日によって月ごとによる回数が異なる場合があります。

　　※3）　ゲームシャツ、ゲームパンツ、ストッキングの3点セットは必須となります。

［ 各 種 割 引 ］

併用可能な多種多様のおトクな割引をご用意しております。 ぜひご活用ください。

： 年間管理諸費［②］　＋　事務手数料［③］　＋　スポーツ安全保険料［④］

［ そ の 他 費 用 ］

月会費（※1、※2）　/　スクール用品代（※3）　/　スクールバス運行協力費（※4）

　　※1）　入会時のみ、2カ月分の月会費（当月、翌月）をお支払いいただきます。

④　スポーツ安全保険料 ¥800 ¥1,850

★ 新規入会の場合 ： 入会金［①］ ＋ 年間管理諸費［②］ ＋ 事務手数料［③］ ＋ スポーツ安全保険料［④］

★ 継 続 生 の 場 合

②　年間管理諸費 ¥8,200 （税込） ¥8,200 （税込）

①　入会金 （初年度のみ） ¥5,500 （税込） ¥5,500 （税込）

③　事務手数料 ¥1,000 （税込） ¥1,000 （税込）

費用項目 キッズ～中学生 高校生～大人

［ ス ク ー ル 費 用 ］

3才以上（年少）～小学生・中学生の男女、高校生の女の子（ガールズクラス限定）、成人の男女

［ 募 集 対 象 ］

　　※「スペシャル」「アドバンス」を含む全てのクラスにおいて、公益財団法人日本サッカー協会への登録はありません。

　　※「アルビレックス新潟SS」に所属する選手のみ、公益財団法人日本サッカー協会への登録をいたします。

　学校の部活動や地域のクラブに所属・登録されている方でも受講いただけます。

［ 募 集 学 期 ］

2021年度スクール生を募集します （全期＝1カ年　/　全36回）

［前期］：2021年4月1日～9月30日　／ ［後期］：2021年10月1日～2022年3月31日

料金 ＆ 各校別クラスのご案内

鳥屋野校 ／ 亀田校 ／ 寺尾校 ／ 聖籠・新発田校
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★…原則「土曜」の夕方開催／ホームゲーム時のみ「日曜」開催の場合あり
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 ： 「判断力」について、より多くのゲームを行いながら体験し学ぶ「ゲームクラス」です。複数クラス受講がおススメです。

カテゴリー 対象 定員
月会費

(税抜）
時間 月 火 水

U-12 小4～小6 約25名 6,000円 70分

木 金 土 日

U-9 小1～小3 約25名 6,000円 70分

レベルアップ456 小4～小6 約12名 6,000円 70分

聖籠・新発田校 新潟県北蒲原郡聖籠町網代浜925-1（JAPANサッカーカレッジ）

レベルアップ123 小1～小3 約12名 6,000円 70分

U-12 小4～小6 約12名 6,000円 70分

ゲーム456 小4～小6 約12名 3,000円 50分

カテゴリー 対象 定員
月会費

(税抜）
時間

U-9 小1～小3 約12名 6,000円 70分

日月 火 水 木 金 土

寺尾校 ［少人数限定校］ 新潟市西区寺尾朝日通27-27

ガールズ
小1～高3

［女の子限定］
約25名 5,000円 70分

U-12 小4～小6 約25名 6,000円 70分

ゲーム456 小4～小6 約20名 3,000円 50分

U-9 小1～小3 約25名 6,000円 70分

ゲーム123 小1～小3 約20名 3,000円 50分

キッズ 年中・年長 約20名 4,000円 60分

火 水 木 金 土 日カテゴリー 対象 定員
月会費

(税抜）
時間 月

成人［女性］ 社会人 約20名 5,000円 80分

亀田校 新潟市江南区亀田工業団地2-2871-22 （亀田エフスリー）

成人［男性］ 社会人 約20名 5,000円 80分

★週末／レベルアップ123 小1～小3 約20名 6,000円 70分 ★

★週末／レベルアップ456 小4～小6 約20名

★週末／U-9 小1～小3 約25名 6,000円 70分 ★

★週末／キッズ 年中・年長 約20名 4,000円 60分 ★

レベルアップ456 小4～小6 約20名 6,000円 70分

6,000円 70分 ★

レベルアップ123 小1～小3 約20名 6,000円 70分

ゲーム123 小1～小3 約20名 3,000円 50分

U-9 小1～小3 約25名 6,000円 70分

ゲーム456 小4～小6 約20名 3,000円 50分

U-12 小4～小6 約25名 6,000円 70分

プレキッズ 年少 約20名 2,700円 45分

キッズ 年中・年長 約20名 4,000円 60分

火 水 木 金 土 日カテゴリー 対象 定員
月会費

(税抜）
時間 月

鳥屋野校 新潟市中央区鳥屋野310番地

鳥屋野校 ／ 亀田校 ／ 寺尾校 ／ 聖籠・新発田校

東新潟校 ／ 秋葉校 ／ 西蒲SC城山校 ／ 県央校 ／ 長岡校
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★…原則「日曜」の夕方開催／ホームゲーム時のみ「土曜」開催の場合あり
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★…原則「日曜」の夕方開催／ホームゲーム時のみ「土曜」開催の場合あり

16:30

～17:30

17:40

～18:50

17:40

～18:50

17:30

～18:40

17:30

～18:40

※ 冬期間（12月～3月）中の時間・開催会場は変更となります。詳細は11月頃にご案内をさせていただきます。

レベルアップ456 小4～小6 約20名 6,000円 70分

 ： プレーの質にこだわり、より本格的・戦術的なことを学ぶ「レベルアップクラス」です。上昇志向の方にはおススメのクラスです。

キッズ 年中・年長 約20名 4,000円 60分

U-9 小1～小3 約25名 6,000円 70分

U-12 小4～小6 約25名 6,000円 70分

レベルアップ123 小1～小3 約20名 6,000円 70分

レベルアップ456 小4～小6 約20名 6,000円 70分 ★

レベルアップ123 小1～小3 約20名 6,000円 70分 ★

長岡校 長岡市北陽1-53-4（北陽西公園）

カテゴリー 対象 定員
月会費

(税抜）
時間 月 火 水 木 金 土 日

県央校 燕市大字小池5031-8

キッズ 年中・年長 約20名 4,000円 60分

U-9 小1～小3 約25名 6,000円 70分

火 水 木 金 土 日カテゴリー 対象 定員
月会費

(税抜）
時間 月

火 水 木 金 土 日カテゴリー 対象 定員
月会費

(税抜）
時間 月

U-12 小4～小6 約25名 6,000円 70分

U-12 小4～小6 約25名 6,000円 70分

西蒲SC城山校 新潟市西蒲区峰岡580番地 （城山運動公園・屋内コート）

キッズ 年中・年長 約20名 4,000円 60分

U-9 小1～小3 約25名 6,000円 70分

U-15 中1～中３ 約20名 5,000円 70分

秋葉校 新潟市秋葉区程島2009番地 （秋葉区総合体育館）

★週末／GKクラス 小4～小6 約20名 3,000円 50分 ★

火 水 木 金 土 日カテゴリー 対象 定員
月会費

(税抜）
時間 月

レベルアップ123 小1～小3 約25名 6,000円 70分

レベルアップ456 小4～小6 約25名 6,000円 70分

★週末／レベルアップ456 小4～小6 約25名 6,000円 70分 ★

★週末／レベルアップ123 小1～小3 約25名 6,000円 70分 ★

ゲーム123 小1～小3 約20名 3,000円 50分

U-9 小1～小3 約25名 6,000円 70分

U-12 小4～小6 約25名 6,000円 70分

ゲーム456 小4～小6 約20名 3,000円 50分

東新潟校 新潟市東区新松崎3-309

カテゴリー 対象 定員
月会費

(税抜）
時間 日

キッズ 年中・年長 約20名 4,000円 60分

月 火 水 木 金 土

東新潟校 ／ 秋葉校 ／ 西蒲SC城山校 ／ 県央校 ／ 長岡校

南長岡校 ／ 白根校
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10:10

～11:20

11:30

～12:40

　　　 ※ 原則、長岡市南部体育館での開催となりますが、会場が変更になる場合もございます。その際は、事前にお知らせいたします。

16:30

～17:40

17:45

～18:55

※県央・アドバンスクラスでは、「週1回」または「週2回」の受講を選択することが可能となります。「週2回」受講の場合は、11,200円となります。

※「セレクション」は行いませんが、高いレベルでのトレーニングを維持するため、受講には「練習参加」が必要です。

※「練習参加」はいつでも可能です。希望される方は、サッカースクール事務局もしくは担当コーチまでお気軽にご相談ください。

※冬期間（12～3月）中の開催会場は変更となります。詳細はスクール時にお知らせいたします。

※ 後期（9月）は定員に空きがある場合にのみ開催いたします。

※「セレクション」にて合格した選手のみで行う特別なクラスです。

※「セレクション」は、前期（4月）と後期（9月）の2回開催いたします。詳細はHP等にてお知らせいたします。

※ 後期（9月）に開催する「セレクション」から、3年生も参加することが可能です。

★スペシャルクラス（新潟・長岡・県央）について

17:40

　～19:10

県央スペシャル 小6 ※
セレクション

にて判断
7,700円 90分

19:20

　～20:50

水 木 金 土 日

県央スペシャル 小4～小5 ※
セレクション

にて判断
7,700円 90分

金 土 日

長岡スペシャル 小4～小6 ※
セレクション

にて判断
7,700円 90分

19:00

　～20:30

県央・スペシャルクラス ［週1回］ 県央校

カテゴリー 対象 定員
月会費

(税込）
時間 月 火

18:30

　～20:00

長岡・スペシャルクラス ［週1回］ 長岡校

カテゴリー 対象 定員
月会費

(税込）
時間 月 火

新潟スペシャル 小4～小6 ※
セレクション

にて判断
12,200円 90分

18:30

　～20:00

水 木

アドバンス456 小4～小6 約20名
7,150円

※週1回
80分

18:30

　～19:50

火 水 木 金 土 日

新潟・スペシャルクラス ［週2回］ AFP AFP

カテゴリー 対象 定員
月会費

(税込）
時間 月

18:30

　～19:50

県央校

★アドバンスクラス（新潟・県央）について

県央・アドバンスクラス ［※週1回または週2回］

カテゴリー 対象 定員
月会費

(税込）
時間 月 火

県央校

水 木 金 土 日

アドバンス123 小1～小3 約20名
7,150円

※週1回
80分

17:00

　～18:20

17:00

　～18:20

カテゴリー 対象 定員
月会費

(税込）
時間 月 火 水 木

アドバンス123 小1～小3

金 土 日

アドバンス456 小4～小6

約25名

約25名

11,200円

11,200円

80分
17:00

　～18:20

18:30

　～19:50

17:00

　～18:20

18:30

　～19:50
80分

U-12 小4～小6 約20名 6,000円 70分

木 金 土 日

U-9 小1～小3 約20名 6,000円 70分

新潟・アドバンスクラス ［週2回］ AFP 亀田校

U-9 小1～小3 約25名 6,000円 70分

U-12 小4～小6 約25名 6,000円 70分

白根校 新潟市南区上下諏訪木1775-1 （白根総合公園）

カテゴリー 対象 定員
月会費

(税抜）
時間 月 火 水

 

南長岡校 長岡市曲新町564番地3（長岡市南部体育館・グリーンフロア ）

カテゴリー 対象 定員
月会費

(税抜）
時間 日

キッズ 年中・年長 約20名 4,000円 60分

月 火 水 木 金 土

上級者・上昇志向者向け ［特別クラス］ 一覧

南長岡校 ／ 白根校


