
「体操教室」
阪急電車洛西口駅高架下

オープン決定！

2021年2月

オープン記念！

無料開放&

無料体験会開催！

WEB
申込み開始

１/７（木）

13：15～

ファイブM 洛西口校 に
みんなおいでよ♬

☎ 075-255-4401
［四条本校］600-8492 京都市下京区月鉾町四条ISビル3～6階
［西 陣 校 ］602-8226 京都市上京区大宮一条上る石薬師町684

［上 桂 校 ］615-8003 京都市西京区桂上野東町103
［洛西口校］615-8103 京都市西京区川島六ノ坪町10-2

詳細・お問い合わせはこちら

https://five-m.com/

ファイブM

ファイブM
洛西口校

なが～い
ハイパーエアー
トランポリン

洛西口校は
ココが違う！

♦ こども器械体操 ♦

♦ ジュニア姿勢・体幹トレーニング ♦

♦ 大人ウェルネス体操 ♦

※特典利用は上記期間中、洛西口校への入会に限ります。（再入会含む）
※入会時空きのあるクラスが対象です。定員に達したクラスへキャンセル
待ちされる場合は適用外となります。

［四条本校 受付時間］
月～金10:00~19:45

土 10:00~18:00
日 10:00~13:30

（お問い合わせは四条本校まで）

阪急洛西口校駅から北へ徒歩5分

キャンペーン特典

入会金100％OFF
5,500円⇒0円 大人11,000円⇒0円
１/７ （木） ～３/２７ (土) 18：30 限定

約9mのハイパーエアートランポリンは、

前転からバク転まで色々な技の練習が安全

にできる、楽しいトランポリンです。

祝ファイブＭ４店舗目
洛西口校オープン
キャンペーン！

桂駅方面

https://five-m.com/
https://five-m.com/


オープン記念！

【感染拡大防止対策】 ●入室時の検温・アルコール消毒 ●常時換気 ●定期的に館内消毒
●保護者様のレッスンフロアへの入室制限 ●館内マスク着用
（無料開放・体験会時の保護者様の入室は１名のみでお願いします。）

無料開放&無料体験会♩

グループレッスンスケジュール

●入会金・講習料等の費用は、すべて銀行引落しとなります。 （入会月の翌月又は翌々月から）

●講習料等は毎月、当月12日に銀行引落しさせて頂きます。（日祝日の場合は翌営業日）

●年間レッスン回数は44 回です。講習料は平均の額となり、月回数による変動はございません。

●お支払いいただいた入会金、講習料、設備費等は一切お返しできませんので予めご了承下さい。

●振替・欠席連絡はレッスン開始 20 分前までに「アプリ・ウェブ」でお願いいたします。

●万一の事故に備えてスポーツ傷害保険に加入しております。保険料は講習料に含まれています。

事故の場合は保険内で誠意をもって対処させて頂きます。

無料開放！体操教室で遊ぼう♪

オープン記念！無料体験会♪
どんなことを教えて

くれるの？
ファイブM洛西口校って

どんなところ？
興味のある方は是非、無料体験会に
ご参加ください。（要申込・各コース定員有）

WEB
申込み開始

１/７（木）

13：15～

1/28（木）・30（土） ① 3：40～（40分）年少～年長
② 4：40～（40分）年長～５年
③ 5：40～（40分）1年～６年

※無料体験会へのご参加は、各コースお1人様1回とさせて頂きます。洛西口校開校までは、四条本校・西陣校・上桂校でご体験下さい。
※以前に他校で体験をされている方、会員・元会員の方は有料体験となります。（￥1,000）

詳細・お申込みは
こちらのQRコードから↑

洛西口校の魅力！
● 安心のレッスン、充実した体操器具

● 多彩なコース設定

● 駅近アクセス抜群

こども器械体操コース

ジュニア姿勢・体幹トレーニングコース

大人ウェルネ体操コース

1/31（日）

お申込み・お問い合わせはこちら

https://five-m.com/
ファイブM

A 10：30～（40分）
B 11：30～（40分）
C 1：00 ～ （40分）

D 2：00 ～ （40分）

参加費 対 象無料 ３才～６年

定員は各時間お子様15名
となります。（要申込）

ハイパーエアートランポリンを使ってみよう！

ファイブＭ洛西口校

要
申込

要
申込

1/25（月）

1/22（金）・29（金）

親子で一緒にご体験可能です♪

① 6：45～（25分）ジュニアB 小2～大人

② 7：30～（40分）ジュニアC 小5～大人

①10：10～（40分）
肩・首こりストレッチクラス

②11：10～（40分）
腰痛・ひざ痛予防改善クラス

詳細・お申込みは
こちらのQRコードから⇒

ほめる指導で自信とやる気を育てます。運動が苦手なお子様から、
バク転に挑戦したいお子様まで幅広く対応しています。
高度な技も練習できる、長さ9ｍ のハイパーエアートランポリンを設置
しております。

阪急電車「洛西口駅」から北へ徒歩5分阪急の高架下です。
近くに無料駐輪場、隣に有料駐車場もあります。
「TauT阪急洛西口」第3期エリアです。詳細はこちら→

2才のお子様から、幼児、小学生、中高生、成人、シニアの方まで
幅広い年齢の方に体操ご参加頂けます♪

コース案内
大人ウェルネス体操 こども器械体操 ジュニア姿勢・体幹トレーニング

2021年2月・3月　（現時点での学年）

月 火 水 木 金

2：40～3：30 2・3才 2・3才

3：40～4：30 年少～年長 年少～年長 3：40～4：30 年少～年長

4：40～5：30 年長～5年 年長～5年 4：40～5：30 1年～6年

5：40～6：30 1年～6年 1年～6年 4月～土曜日午後クラスのレッスン

6：45～7：15 ジュニアＢ

7：30～8：20 ジュニアC

※ 2・3才クラス対象年齢ー2017.4.2～2018.4.1生まれの方

2021年4月～　（4月からの新学年） 開講クラスは予定です。一部変更の可能性もあります。

月 火 水 木 金

9：40～10：30 年少～年長

10：40～11：30 年少～年長

11：40～12：30 1年～6年

2：40～3：30 2・3才 2・3才 2・3才 2：10～3：00 年少～年長

3：40～4：30 年少～年長 年少～年長 年少～年長 年少～年長 3：10～4：00 1年～6年

4：40～5：30 年長～5年 年長～5年 年長～5年 年長～5年 4：10～5：00 1年～6年

5：40～6：30 1年～6年 1年～6年 1年～6年 1年～6年 4月～土曜日午後クラスのレッスン

6：45～7：15 ジュニアＢ ジュニアＢ 時間・対象が変更となります。

7：30～8：20 ジュニアC ジュニアC

※ 2・3才クラス対象年齢-2018.4.2～2019.4.1生まれの方

土

土

時間・対象が変更となります。

10：10～11：00

11：10～12：00

10：10～11：00

11：10～12：00

肩・首こり

ストレッチ

腰痛・ひざ痛

予防改善

肩・首こり

ストレッチ

腰痛・ひざ痛

予防改善

肩・首こり

ストレッチ

腰痛・ひざ痛

予防改善

講習料　※すべて税込金額

コース 対象 週回数 講習料

1回 ¥7,390

2回 ¥13,300

ジュニア姿勢・体幹
トレーニングB（30分）

小2～大人 ¥5,380

ジュニア姿勢・体幹
トレーニングC（50分）

小5～大人 ¥7,910

ウェルネス体操（50分） 大人 1回 ¥7,910

♦別途、設備費￥330・引落し手数料一律￥110（月額）が必要です。
♦複数クラス（他コース併用等）登録の方は、月払い講習料の合計金額から10％割引となります。

こども器械体操（50分）
2・3才

幼児・小学生

1回

2才～高3 ¥5,500

大人 ¥11,000

登録料

Tシャツ代
（こども器械体操コースのみ）

ハーフパンツ代
（こども器械体操コースのみ）

※現会員同居ご家族2人目からの入会金は半額（同時入会も適用）

入会金

¥1,100

入会時に必要なもの

中央信用金庫（お持ちでない方は他銀行）の通帳と印鑑

¥2,200

￥2,750～3,300

詳細はこちらの
QRコードから→

https://five-m.com/
https://five-m.com/
http://buscatch.net/scm/five-m/application/index/7993/
https://www.five-m.com/img/202101rakumutaisaku.pdf
http://buscatch.net/scm/five-m/application/set/260/
https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/9c4437685db2e9fc9b43156c67b1420b9916262f.pdf

