
【既存会員】＜北市川スポーツクラブ　会費一覧 (小学生以下・中学生)＞　2017年10月～2018年3月まで

10月 ¥3,600 2017年10月～2018年３月 ¥3,600

11月 ¥3,000 2017年11月～2018年３月 ¥3,000

12月 ¥2,400 2017年12月～2018年3月 ¥2,400

1月 ¥1,800 2018年1月～2018年3月 ¥1,800

2月 ¥1,200 2018年2月～2018年3月 ¥1,200

3月 ¥600 2018年3月 ¥600

10月 ¥9,600 2017年10月～2018年３月 ¥3,600 ¥6,000

11月 ¥8,000 2017年11月～2018年３月 ¥3,000 ¥5,000

12月 ¥6,400 2017年12月～2018年3月 ¥2,400 ¥4,000

1月 ¥4,800 2018年1月～2018年3月 ¥1,800 ¥3,000

2月 ¥3,200 2018年2月～2018年3月 ¥1,200 ¥2,000

3月 ¥1,600 2018年3月 ¥600 ¥1,000

10月 ¥15,600 2017年10月～2018年３月 ¥3,600 ¥12,000

11月 ¥13,000 2017年11月～2018年３月 ¥3,000 ¥10,000

12月 ¥10,400 2017年12月～2018年3月 ¥2,400 ¥8,000

1月 ¥7,800 2018年1月～2018年3月 ¥1,800 ¥6,000

2月 ¥5,200 2018年2月～2018年3月 ¥1,200 ¥4,000

3月 ¥2,600 2018年3月 ¥600 ¥2,000

10月 ¥6,600 2017年10月～2018年３月 ¥6,600

11月 ¥5,500 2017年11月～2018年３月 ¥5,500

12月 ¥4,400 2017年12月～2018年3月 ¥4,400

1月 ¥3,300 2018年1月～2018年3月 ¥3,300

2月 ¥2,200 2018年2月～2018年3月 ¥2,200

3月 ¥1,100 2018年3月 ¥1,100

10月 ¥12,600 2017年10月～2018年３月 ¥6,600 ¥6,000

11月 ¥10,500 2017年11月～2018年３月 ¥5,500 ¥5,000

12月 ¥8,400 2017年12月～2018年3月 ¥4,400 ¥4,000

1月 ¥6,300 2018年1月～2018年3月 ¥3,300 ¥3,000

2月 ¥4,200 2018年2月～2018年3月 ¥2,200 ¥2,000

3月 ¥2,100 2018年3月 ¥1,100 ¥1,000

※ 今回は「更新料」「スポーツ保険料」のお支払はありません

対象年齢 種別 種目 入会月 合計額

小学生以下

一般種目

・ソフトテニス

・ラグビー

・ウォーキング

・フットベースボール

・健康太極拳

有料種目

・1種目

　(テニスまたはサッカー)

・1種目

　(テニスのみ)

中学生

一般種目

・ソフトテニス

・ラグビー

・ウォーキング

・フットベースボール

・健康太極拳

対象月

・2種目

　(テニスとサッカー両方)

有料会費

内訳

月会費

有料種目



【既存会員】＜北市川スポーツクラブ　会費一覧 (高校生～64歳・65歳以上)＞　2017年10月～2018年3月まで

10月 ¥6,600 2017年10月～2018年３月 ¥6,600

11月 ¥5,500 2017年11月～2018年３月 ¥5,500

12月 ¥4,400 2017年12月～2018年3月 ¥4,400

1月 ¥3,300 2018年1月～2018年3月 ¥3,300

2月 ¥2,200 2018年2月～2018年3月 ¥2,200

3月 ¥1,100 2018年3月 ¥1,100

10月 ¥12,600 2017年10月～2018年３月 ¥6,600 ¥6,000

11月 ¥10,500 2017年11月～2018年３月 ¥5,500 ¥5,000

12月 ¥8,400 2017年12月～2018年3月 ¥4,400 ¥4,000

1月 ¥6,300 2018年1月～2018年3月 ¥3,300 ¥3,000

2月 ¥4,200 2018年2月～2018年3月 ¥2,200 ¥2,000

3月 ¥2,100 2018年3月 ¥1,100 ¥1,000

10月 ¥18,600 2017年10月～2018年３月 ¥6,600 ¥12,000

11月 ¥15,500 2017年11月～2018年３月 ¥5,500 ¥10,000

12月 ¥12,400 2017年12月～2018年3月 ¥4,400 ¥8,000

1月 ¥9,300 2018年1月～2018年3月 ¥3,300 ¥6,000

2月 ¥6,200 2018年2月～2018年3月 ¥2,200 ¥4,000

3月 ¥3,100 2018年3月 ¥1,100 ¥2,000

10月 ¥6,600 2017年10月～2018年３月 ¥6,600

11月 ¥5,500 2017年11月～2018年３月 ¥5,500

12月 ¥4,400 2017年12月～2018年3月 ¥4,400

1月 ¥3,300 2018年1月～2018年3月 ¥3,300

2月 ¥2,200 2018年2月～2018年3月 ¥2,200

3月 ¥1,100 2018年3月 ¥1,100

10月 ¥12,600 2017年10月～2018年３月 ¥6,600 ¥6,000

11月 ¥10,500 2017年11月～2018年３月 ¥5,500 ¥5,000

12月 ¥8,400 2017年12月～2018年3月 ¥4,400 ¥4,000

1月 ¥6,300 2018年1月～2018年3月 ¥3,300 ¥3,000

2月 ¥4,200 2018年2月～2018年3月 ¥2,200 ¥2,000

3月 ¥2,100 2018年3月 ¥1,100 ¥1,000

10月 ¥18,600 2017年10月～2018年３月 ¥6,600 ¥12,000

11月 ¥15,500 2017年11月～2018年３月 ¥5,500 ¥10,000

12月 ¥12,400 2017年12月～2018年3月 ¥4,400 ¥8,000

1月 ¥9,300 2018年1月～2018年3月 ¥3,300 ¥6,000

2月 ¥6,200 2018年2月～2018年3月 ¥2,200 ¥4,000

3月 ¥3,100 2018年3月 ¥1,100 ¥2,000

※ 今回は「更新料」「スポーツ保険料」のお支払はありません

高校生～64歳

一般種目

・ソフトテニス

・ラグビー

・ウォーキング

・フットベースボール

・健康太極拳

有料種目

対象年齢

内訳

合計額 対象月

65歳以上

一般種目

・ソフトテニス

・ラグビー

・ウォーキング

・フットベースボール

・健康太極拳

月会費 有料会費

有料種目

・1種目

　(テニスまたはサッカー)

・2種目

　(テニスとサッカー両方)

・1種目

　(テニスまたはサッカー)

・2種目

　(テニスとサッカー両方)

種別 種目 入会月


