
　※割引の併用は不可。 最大500円OFFとなります。

【兄弟割引】 兄弟・姉妹でお申込みいただくと、2人目以降参加費から最大500円OFF！

【早期割引】 11月30日(水)までにフロントにて申込み・ご入金完了者は参加費から500円OFF！

11月23日(水) 10:00から電話予約開始!
11月24日(木) 10:00からフロント受付開始!

11月23日(水) 10:00から電話予約開始!
11月24日(木) 10:00からフロント受付開始!
※お電話でご予約の際は、11/30(水)までにフロントにて参加費をお支払いください。

 短い期間でお友達と練習しよう！ 短い期間でお友達と練習しよう！ 寒い冬も暖かいプールでへっちゃら！ 寒い冬も暖かいプールでへっちゃら！

※早期割引対象外

▼短期水泳教室 （税込）

日 程 時 間 内 容 参加費クラス

8:00~9:00

9:10~10:10

9:10~10:10

11:20~12:20

14:20～15:20

15:30～17:00

15:30～17:00

8:00~9:30

9:40~10:40

定 員対象年齢

12/26(月)～12/29(木)

12/26（月）～12/28（水）

12/29（木）～12/30（金）

12/29（木）～12/30（金）

12/26（月）~12/28（水）

12/26（月）～12/29（木）

12/26（月）～12/29（木）

1/4（水）~1/6（金）

1/4（水）~1/6（金）

（水慣れ･バタ足・クロール･背泳ぎ・バタフライ・平泳ぎ）
しっかり4日間

初参加のお子様限定 （水あそび･水なれ･バタ足）
はじめておためし教室3日間

吹田市臨海学習特訓企画 （クロール25m泳げるお子様）
平泳ぎ特訓

（1時間30分のロングレッスン バタ足・クロール・背泳ぎ・バタフライ・平泳ぎ）
しっかり4日間ロングレッスン

（1時間30分のロングレッスン バタ足・クロール・背泳ぎ・バタフライ・平泳ぎ）
しっかり3日間ロングレッスン

はじめておためし教室2日間
初参加のお子様限定 （水あそび･水なれ･バタ足）

水慣れ3日間
（水あそび・水なれ･バタ足）

種目別レッスン
初参加のお子様限定 （水あそび･水なれ･バタ足）

苦手克服2日間
（バタ足・クロール･背泳ぎ）

Ａ

B

C

D

E

F

G

H

I

会員：4,500円
一般：5,000円

会員：3,000円
一般：3,500円

会員：3,500円
一般：4,000円

会員：6,500円
一般：7,000円

会員：6,500円
一般：7,000円

会員：5,500円
一般：6,000円

会員：3,500円
一般：4,000円

3歳～小中学生

3歳～年長

小中学生

3歳～年長

3歳～年長

3歳～小中学生

年長～小中学生

3歳～小中学生

3歳～年長

32名

16名

16名

16名

16名

32名

32名

32名

16名

初参加：2,000円
※早期･兄弟割適用外

初参加：1,500円
※早期･兄弟割適用外

ウインターキャンペーンウインターキャンペーン
2事務手数料1

1

初月度月会費3

月会費 (12月～2月
  開始者まで対象)3

スイムキャップ 半額
通常

5,500円

通常

5,500円 3,575円

（12月～1月のみ）

通常7,150 円無料 プレゼント

事務手数料
無料

入 会
特 典

※入会特典については、2022年7月以降に退会されてからの再入会は、初月度会費半額のみが特典となります(12月〜2月度までの開始者対象) ※11月1日以降に1ヶ月4回体験参加後の入会の場合は、特典③は対象外となります。※入会月から6ヶ月継続が条件
※2022年11月16日以降に体験された方は月会費初月度半額は適応外となります。※12月・1月・2月開始者のみ対象となります。

短期教室申込時の同時入会及び短期教室終了後1月8日(日)までに入会申込を完了された場合短期教室申込時の同時入会及び短期教室終了後1月8日(日)までに入会申込を完了された場合

冬の短期教室に参加しなくてもお得！

2 スイムキャップ+水着セット
2,000円1,000円 最大3ヶ月半額

（12月開始者⇒3ヶ月／1月開始者⇒2ヶ月／2月開始者⇒1ヶ月）
水着＋スイムキャップ水着＋スイムキャップ

男子 男子 通常3,190円
水着＋スイムキャップ水着＋スイムキャップ

女子 女子 通常5,660円

通常

5,500円

通常

5,500円

　(税込)

体験４

※入会月から6ヶ月継続が条件お得に
入会！

→ 2回無料



　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ます。水泳が初めて
のお子さまでも安心して始めていけるカリュキラムとなっております。linkaQuaで生涯を通して
水と関わる、スキルを学んでいきましょう！

　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ます。水泳が初めて
のお子さまでも安心して始めていけるカリュキラムとなっております。linkaQuaで生涯を通して
水と関わる、スキルを学んでいきましょう！

営業時間 ＜平日＞9:30～21:00 ＜土曜＞8:30～19:00 ＜日＞8:30～18:00 ＜休館日＞不定休

大阪府吹田市千里丘北1-15  　  14台分の無料駐車場有

トライアクシスMYRICA
TEL: 06‐6816‐8686

最新情報や詳しい内容は
ホームページをご覧ください！
見学体験も受付中!

トライアクシスミリカ 検索

http://myrica.triaxis-jp.com/

入会に必要なもの 認印 クレジットカードorキャッシュカードまたは通帳+銀行届出印 指定用品代 1～2ヶ月分の月会費

▼クラス一覧 （税込）

▼+Active Swim
競技水泳を目的とし、選手として、 競技への参加・全国大会を目指していただくクラスです。
成長に応じて、心・技・体のバランスをはかりながら総合的にサポートいたします。

クラス 対 象 曜 日 時 間 月会費

日曜日

3歳～中学生

3歳～小学2年生

3歳～年長

08:30～09:30

09:30～10:30

10:40～11:40

11:50～12:50

13:00～14:00

14:10～15:10

15:20～16:20

（週1）7,150円

日

日

日

（税込）

クラス 対 象 曜 日 時 間 月会費

Expert-A

Expert-B

Expert-C 18:00～20:00

13,200円

12,100円月～土
（週5）

※土曜日は朝練習を行います。

17:30～20:30月～土
（週6）

指導者の推薦を受けた者
（小4～高校生）

指導者の推薦を受けた者
（小1～3）

クラス 対 象 曜 日 時 間 月会費

ベビたんフリー

ベビたん 月4

6ヶ月～3歳未満

6ヶ月～3歳未満

（週1）7,150円

6,050円
フリー出席制（月16回）

4,950円
フリー出席制（月4回）

火・木・金

土

火・木・金

土

月～金

月～金

月～金

月～金

月～金

10:30～11:30

13:10～14:10

10:30～11:30

13:10～14:10

14:50～15:50

14:50～15:50

16:00～17:00

17:10～18:10

18:10～19:10

08:30～09:30

09:30～10:30

10:40～11:40

11:50～12:50

14:30～15:30

15:40～16:40

16:50～17:50

土曜日 3歳～中学生 土

土

2歳6ヶ月～5歳

3歳～年長

3歳～小学2年生

年長～小学生

小学生～中学生

ぐっぴー

キンダー

キンダー＆キッズ

キッズ

ジュニア

3歳～小学2年生

LinkaQuaについてLinkaQuaについて

参加費 2,000円（税込）

※月をまたいでの体験はできません。スクールカレンダーをご確認ください。

10:30～11:30
13:10～14:10

時 間日 程

6ヶ月～3歳未満

対象年齢
火・木・金

土
12月度
1日～24日

１月度
5日～31日

▼ベビたん1ヶ月4回体験

ベビたん1ヶ月4回体験後１週間以内のご入会で

事務手数料0円
【通常価格】 5,500円（税込）

スイムキャップ+水着セット特別価格 初月度月会費半額1 2 3【通常価格】 男子 3,190円（税込）が1,000円（税込）
　　　　女子 5,660円（税込）が2,000円（税込）

【通常価格】 ベビたんフリー 6,050円（税込）
　　　　　 ベビたん月4     4,950円（税込）※1月or2月開始者のみ対象

※2022年9月以降に体験された方は
　月会費初月度半額は適用外


