
大阪市東住吉区今川5-2-17　　 14台駐車可能 当施設を利用の場合無料
営業時間 ＜平　日＞10:00～20:30 ＜土曜日＞10:00～19:30 ＜日曜日＞10:00～15:30  ＜休館日＞不定休

Tel:06-6703-0450 詳しくはHPをご覧ください！
リンクアクア東住吉 検索

トライアクシス東住吉 検索【成　人】

【子ども】

▼夏の短期水泳教室（5日間）
内 容 定 員 参加費対 象時 間

1期
2期
3期
4期

32名
32名
32名
32名

本科生：4,750円
一　般：5,250円

9：30～10：30 3歳～中学生 水慣れ～4泳法

7/22（月）～26（金）
7/29（月）～8/2（金）

8/5（月）～9（金）
8/19（月）～23（金）

日 程クラス

▼体育スクール体験 （マット・跳び箱・鉄棒）
定 員 参加費対 象時 間

7月

8月

15名
15名
15名
15名
15名
15名

本科生：4,320円
一　般：5,940円

11:45～12：45
13:00～14：00
13:00～14：00
11:45～12：45
13:00～14：00
13:00～14：00

3歳～年長

年長～小学生

3歳～年長

年長～小学生

6/29（土）・7/13（土）・20（土）・27（土）

6/30（日）・7/14（日）・21（日）・28（日）

8/3（土）・10（土）・24（土）・31（土）

8/4（日）・11（日）・18（日）・25（日）

日 程

6月10日（月）
10:00から電話予約開始
※ 受付開始当日は、お電話での受付のみとなります。　
※ 電話予約の際は、1週間以内に参加費をフロントにてお支払いください。
※ フロントでの受付は、11日10:00から開始いたします。

東住吉

入会金0円1 水着・スイミングキャップ
プレゼント2 指定用品

特別価格3 6月・7月の入会に限り
初月度月会費0円4同時入会特典

▼土日2日間 水泳体験
内 容 定 員 参加費対 象時 間

1期
2期
3期
4期
5期
6期
7期

15名
15名
15名
15名
15名
15名
15名

2,800円11：30～12：30 3歳～小学生 水慣れ～4泳法

7/20（土）・21（日）
7/27（土）・28（日）
8/3（土）・4（日）

8/10（土）・11（日）
8/17（土）・18（日）
8/24（土）・25（日）
8/31（土）・9/1（日）

日 程クラス

▼1ヶ月水泳体験
内 容 定 員 参加費対 象時 間

7月
8月

20名
20名

各クラスの時間
（週1回・月4回コース） 3歳～中学生 水なれ～4泳法 5,940円

6/29（月）～7/28（日）
7/29（月）～8/31（土）

日 程

▼マンツーマン水泳レッスン（1回：30分）
内 容 定 員 参加費対 象時 間

20名

20名

平日10：30～17：00
土日13：00～17：00

※上記時間内で要相談

3歳～成人 水なれ～4泳法 2,000円
（1回30分）7/1（月）～8/31（土）

日 程

スイミングキャッププレゼント1 指定用品特別価格2同時入会特典

1 指定用品（Tシャツ）プレゼント2同時入会特典

※年会費は3,240円必要

※表示価格はすべて税込表記です

入会金0円 ※年会費は3,240円必要



大阪市東住吉区今川5-2-17　　14台駐車可能 当施設を利用の場合無料
営業時間 ＜平日＞10:00～20:30 ＜土曜日＞10:00～19:30 ＜日曜日＞10:00～15:30 ＜休日＞不定休

Tel:06-6703-0450
詳しくはHPを
ご覧ください！ トライアクシス東住吉 検索【成人】リンクアクア東住吉 検索【子ども】

「ここがちがう!」TRIAXISのアクアティックスクール

自社製のオリジナル水着は、速乾性・塩素耐
性に優れているため、プールでも安心してご利
用いただけます。伸びが良く、大きいサイズは
中学生、高校生、大人も着ることができるの
で、親子でおそろいでご利用いただけます。

カリキュラムを細かく分けているため、
着実なステップアップが望めます。
そのカリキュラムをわかりやすくしたもの
が、オリジナルの進級表"アクアノート"です。
また、進級チェック項目ごとに、
それに応じたシールがもらえます。 

楽しみながら4泳法を早期習得！
水と関わる総合教育

プライベートでも使いたくなる
おしゃれな指定水着

段階的指導法を用いた
“アクアノート”で成長を実感！３.

水との楽しみ方を知る「ライフジャケット、マスク、スノーケル、フィン（足ひれ）」を
用いたオリジナルの泳法指導により、4泳法の早期習得を目指しております。
アクア用品によるサポートを得ることで、より楽しく、より正しく安全に
水の中で身体の使い方を体得し、生涯を通して水と関わる、
スキルを学ぶことができます。

１.

２.

アクアティックスクール

キッズ空手スクール

少人数制だから丁寧でわかりやすい指導を受けて頂けます。
早期4泳法習得はもちろん、子供達のあらゆる可能性を、制限を設けずに伸ばしていきます。

※曜日・時間 帯により、満了のクラスもございます。事前にお問い合わせください。

本科水泳教室

体育スクール
適切な運動を日々積み重ねていき、楽しみの中から少しずつ、運動能力高めていきます。
運動が苦手でも基礎から丁寧に指導いたします。

空手を通して「強さ」だけではなく、
日頃の挨拶や礼儀、強きに立ち向かい、弱きを助ける「心」を養います。

べびたん

キンダー

キッズ

ジュニア

土曜日

日曜日

満3歳～年長

年長～小学生

小学生～中学生

3歳～中学生

3歳～中学生

12:30～13:30

11:00～12:00

15:15～16:15

16:25～17:25

17:30～18:30

9:15～10:15

10:25～11:25

11:35～12:35

14:05～15:05

15:15～16:15

16:25～17:25

17:30～18:30

9:15～10:15

10:25～11:25

11:35～12:35

14:05～15:05

月・金

火・木

月～金

月～金

月～金

土

日

5,400円
フリー出席制（月16回）

（週1） 6,480円

（週2） 8,640円

（週3） 10,800円

クラス 対 象 曜 日 時 間 月会費

東住吉

6ヶ月～3歳未満の
お子様と保護者1名

キッズ空手 5歳～小学生
16:30～17:30

17:00～18:00

水

金
（週1）6,480円

クラス 対 象 曜 日 時 間 月会費

+Active swim
+Active Swim(プラスアクティブ スイム)とは、競技能力の向上を目的とし、
イベントや大会へ積極的に参加していただける方を対象としたクラスです。
スピードの向上や、心身の成長を総合的にサポートしていきます。

水泳エキスパートクラス 指導者の推薦を受けた者

17:30～18:30

18:00～19:30

18:00～20:30

月～土 10,800円

クラス 対 象 曜 日 時 間 月会費

今
里
筋

今川2 今川3

●シャトレーゼ

●TOYOTA

6月29日（土）から
はじまります！

アクアティックスクール
体操スクールの同時入会特典 体操スクール月会費5,940円 ▼ 4,320円！（税込）

1回体験随時受付中!  参加費：1,080円

※週4回以上ご参加いただける方のみ

キンダー

キッズ

3歳～年長

年長～小学生

11:45～12:45

13:00～14:00

土

土・日
（週1）5,940円

クラス 対 象 曜 日 時 間 月会費

7月・8月に、体育スクール体験を開催！
体験からのご入会なら、オトクな２つの特典付き！
日程・特典について詳しくは表面をご覧ください。


