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多くの子どもたちに

サッカーの楽しさを体感してもらうこと

私たちが子ども達のためにできることは何なのか

それは・・・

私たちはサッカースクールを通して

“元気”と“笑顔”と“楽しさ”

をお届けします
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子ども達が夢中
になってプレー

心身の発育発達
を効果的に促進

グランパス
ファミリー
の一員

トップを目指す
ことができる
指導と環境

子ども達の未来を
楽しみにできる

信頼と安心

子ども達が夢中になってプレーし、サッカーの楽しさを感じてもらうことができます

サッカーの技術向上や人間性の向上など、心身の発育発達を効果的に促進することができます

グランパスファミリーの一員

高い能力を持つ子ども達へ、トップを目指すことのできる環境・指導を実践します

ご家族の皆さまが、子ども達の未来を楽しみにできる信頼と安心をお届けします
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グランパスサッカースクールの魅力
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楽しむ

あなたが主役

ゲーム重視

調 和

技 術

子ども達がサッカーに夢中になっていることが、
技術やメンタリティ向上への近道です。

自分の判断で自分のプレーが成功し、積極的なプレーが
増えていくよう技術向上を目指します。

練習ではサッカーのゲーム（試合）を必ず取り入れ、
その中で技術を発揮し、かけひきを学びます。

挨拶と感謝の言葉が言える活気あるスクールを展開します。
そして、仲間と調和し、ボールと調和することで
サッカーの楽しさがどんどん膨らんでいきます。

スクール生個人にアプローチし、ゲームで活きる
技術を向上させます。

Enjoy
エンジョイ

Initiative
イニシアチブ

Game
ゲーム

Harmony
ハーモニー

Technique
テクニック

EIGHT VISION

組 織 図
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11・12 歳トップ

<スクール活動>

アカデミーU-12

アカデミーU-15

アカデミーU-18

ふれあいサッカーひろば

強化

育成

スーパークラス アドバンスクラス普及

グランパスみよしFC U15

グランパスみよしU12

ベーシッククラス

グランパス名古屋U12

9・10 歳

5～8 歳

・ボールに慣れる
・敏捷性を養う

・基本的な技術を身に付ける
・基本的なルールを理解する

・基本的な技術を磨く
・基本的な戦術を理解する

＜チーム活動＞

ストライカークラス GKクラス

13～15 歳

・技術、個人戦術を高める
・広いピッチでのサッカー

を身につける
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スクール会場一覧／使用シューズの確認
名古屋グランパスサッカースクールは愛知県に14スクールを展開しています。

各会場の詳細については、クラブ
公式サイトよりご確認下さい

http://nagoya-grampus.jp/school/

サッカー専用
スパイク

トレーニング
シューズ

フットサル
シューズ等

大きく硬いイボ 小さいゴムの
イボイボ

底がフラット

S T F
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天然芝
人工芝

（ロングパイル）
人工芝

（ショートパイル）
人工芝

（オムニ）
人工芝

（カーペット）
土 フロア

◎ ○ ☆ ● ◇ ◆ ※

スクールの
ピッチの種類

スクール 会 場／ピッチの種類
使用可能
シューズ

住 所

① みよし

旭グラウンド ／ ◎ S・T・F みよし市三好丘旭5-1-3

黒笹グラウンド ／ ○ S・T・F みよし市黒笹いずみ3丁目

三好公園陸上競技場 ／ ◆ S・T・F みよし市三好町池の原1

トヨタ自動車三好工場グラウンド ／ ◆ S・T・F みよし市打越町並木1

② 豊田 トヨタ自動車三好工場グラウンド ／ ◆ S・T・F みよし市打越町並木1

③ 瑞穂
ブラザー工業荒崎グラウンド（通常会場）／ ●

T・F
体育館 ⇒ F

名古屋市瑞穂区荒崎町6-35

若宮フットサルパーク（代替会場） ／ ◇ T・F 名古屋市中区大須3-2-1

④ 港 みなとアクルスUBフットサル場 ／ ※ F 名古屋市港区港栄1-8-23

⑤ 名古屋WEST 名古屋ウエストフットサルクラブ ／ ◆ U8～U12 ⇒ S・T・F
U6～U8／雨 ⇒  T・F

海部郡蟹江町宝4-111

⑥ 名古屋北 フットサルカフェエリア ／ ◇ T・F 北名古屋市二子松江26

⑦ 岡崎 岡崎げんき館 ／ ● T・F 岡崎市若宮町2-1-1

⑧ 栄 新栄フットサルアリーナ ／ ◇ T・F
名古屋市中区新栄2-46-26 
スポルト名古屋ビル5階

⑨ 岡崎南 暮らしの学校スポーツスクエア ／ ● T・F 岡崎市羽根町字若宮30番地

⑩ 口論義 口論義運動公園 ／ ○ S・T・F 日進市北新町西口論義323-8

⑪ 豊田土橋 豊田フットサルクラブルミナス ／ ◇ T・F 豊田市聖心町4-10-7

⑫ トヨタスポーツセンター トヨタスポーツセンター ／ ○ S・T・F 豊田市保見町井ノ向57-230

⑬ 知多 オーシャンズフィールド（屋外・人工芝）／ ☆ T・F 知多市緑町12番の3の一部

⑭ 豊スタ 豊田スタジアム北側芝生広場・室内アップ場／◎〇
芝生広場 ⇒ S・T

室内アップ場⇒T・F
豊田市千石町7丁目2番地

http://nagoya-grampus.jp/school/
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全員が競争意識を持ち、切磋琢磨してプレーの質を向上させよう！

各年代で高い能力を持った選手が集結！将来、トップで活躍できる選手を目指そう！

◇ スクール内セレクション、一般応募セレクションにて合格した選手が在籍することができます。
◇ 平日開催がメインのスクール活動となります。サッカー協会へ登録はせず、チーム活動はいたしません。
◇ 一般を対象としたセレクションにお申込みの際は、所属しているチーム代表者の承諾が必要となります。
◇ 活動は年度内で、毎年セレクションを実施して在籍者を決定します。
◇ クラスに空きがある場合、コーチ推薦制によりベーシッククラスからの変更が可能となります。

◇ スクール内セレクション、一般応募セレクションにて合格した選手が在籍することができます。
◇ 平日開催がメインのスクール活動となります。サッカー協会へ登録はせず、チーム活動はいたしません。
◇ 一般を対象としたセレクションにお申込みの際は、所属しているチーム代表者の承諾が必要となります。
◇ 活動は年度内で、毎年セレクションを実施して在籍者を決定します。
◇ クラスに空きがある場合、コーチ推薦制によりアドバンスクラスまたはベーシッククラスからの変更が可能と

なります。

「止める」「蹴る」「運ぶ」などの基本技術の向上や、コーディネー
ション能力向上を目指し、スクール生がサッカーに対するモチベー
ションを最大限に発揮できるよう働きかけていきます。

全員が夢中になってプレー！サッカーの楽しさを実感しながらレベルアップを目指そう！

※ ベーシッククラス・アドバンスクラス・スーパークラスについては他クラスと重複しての
入校はお受けいたしかねますので、予めご了承ください。
例：スーパークラス＋アドバンスクラス、アドバンスクラス＋ベーシッククラス など

4クラス編成の紹介

ベーシッククラス Basic Class

対象学年

開催会場

年中 ～ 中学3年生

全スクール

アドバンスクラス Advance Class

基本技術の向上に加え、個人戦術にもアプローチし、様々な局面で技
術が発揮できる選手を目指します。一定の技術を持つ選手が集まる環
境の中で、高い向上心を持ってプレーできるよう働きかけていきます。

対象学年

開催会場

小学1年 ～ 小学6年生

みよしスクール
名古屋WESTスクール

スーパークラス Super Class

高い能力を持った選手を集め、高レベルの中でプレーの質向上を目指
します。アカデミーチームへ一人でも多くの選手を輩出し、将来トッ
プチームで活躍できる選手を発掘します。

対象学年

開催会場

小学3年～小学6年生

口論義スクール
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名古屋グランパスサッカースクールは、ベーシッククラス、アドバンスクラス、スーパークラス、ポジ
ション別クラス（ストライカー・GK）の4クラスを開設しております。どのクラスも「サッカーを楽しむ」
という基本は失わずに、スクール生全員が効果的にレベルアップできるようになっております。

ポジション別クラス（ストライカー・GK）
Striker Class
GK Class

ポジションに特化したトレーニングを重ねて、スペシャリストを目指そう！

ストライカーやGKといった攻撃・守備の中心となるポジションのト
レーニングを小学生年代から徹底して行います。スペシャリストの発
掘・養成を目的とします。

対象学年

開催会場

小学3年～6年生

トヨタスポーツ
センタースクール

※ ストライカークラス・GKクラスについては他クラス（ベーシック・アドバンス・スーパー）
と重複して入校いただくことが可能となります。
例：スーパークラス＋ストライカークラス、アドバンスクラス＋GKクラス など

◇ 祝日の際は会場の都合につきお休みとなりますので、年間の開催回数は他クラスより少なくなります。
◇ ストライカー・ゴールキーパークラスからは、スクールマッチデーには参加できません。

※トヨタスポーツセンタースクールのみ「ベーシック U15（中学1年生～3年生）」を実施
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◇ 芝生養生や施設改修等の理由で会場が変更となる可能性がございます。その場合は事前にご案内いたします。
◇ ベーシックU6・U8の土曜日は芝生養生期間中、会場・時間 変更となります。変更後の会場、時間は事前にご案内いたします。
◇ みよしFC U15は12月以降、活動回数が週2回となる予定です。

それに伴い、みよしFC U13が12月以降、活動回数が週3回（木曜日が追加）となる予定です。
◇ みよしスクールスーパークラスは2022年度より「アドバンスクラス」に名称を変更いたします。

MIYOSHIみよしスクール

P1 P2

旭グラウンド

P
3

◇ 路上駐車は絶対におやめください。
◇ P1～P3 のスペースに駐車してください。
◇ P1/P2は前向き駐車をしてください。
◇ 試合やイベントが開催される際、駐車台数を制限させていただくことがございます。公共の交通機関の利用や、乗り合わせでの

ご来場にご協力ください。
◇ 週末の活動時、駐車場の入れ替え等で混雑する場合がございます。出入り口付近は幅が狭くなっておりますので退場される車は、

なるべく直進で出ていただきますようご協力ください。
◇ 芝生のグラウンド内に入れるのはスクール生とコーチのみとなります。保護者の方は、芝生のグラウンド外にてご見学ください。
◇ 小さなお子さまをお連れの際、駐車場で遊んでいると大変危険です。保護者の方は目を離さないようご注意ください。

【土曜日 U6・U8クラスご参加の皆様へ】※ご不便お掛けいたしますが、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします
◇ 入退場時の混雑緩和のため、U6クラス・U8クラスの駐車位置を上記図の通りとさせていただきます。

なお、各クラスの駐車スペース内において、一部「縦列駐車」となる部分がございます。駐車の際はご注意いただきますよう
お願いいたします。

◇ U8クラス用の駐車スペースが満車の場合、U6クラスの縦列でないスペースにお停め下さい。
◇ U8クラスの方が帰宅され、空いたスペースにはU6クラスの方に駐車いただけます。
◇ 旭グラウンドの芝生養生期間中は豊田スクール会場（トヨタ自動車三好工場グラウンド）または、さんさんの郷会場へ変更と

なります。豊田スクール会場にて実施の場合、本ガイドブック7ページの利用上の注意事項をご確認ください。

旭グラウンド利用上の注意点

5

クラス 学年 時間 曜日 会場 コース 月会費
入会金
年会費

活動期間

ベーシック U6
年中
年長

16:10～17:00 木 旭グラウンド 他
※芝生養生時は別会場

週1回

本スクールガイドブックの
12ページをご参照下さい

原則11ヶ月
※8月除く

（変更の可能性あり）

10:30～11:20 土 週2回

ベーシック U8 小1・小2
16:10～17:10 水 旭グラウンド 他

※芝生養生時は別会場

週1回

9:00～10:00 土 週2回

アドバンス U8 小1・小2 16:10～17:10 火・金 黒笹グラウンド
週1回

週2回

ベーシック U10 小3・小4 17:25～18:35 水 黒笹グラウンド 週1回

アドバンス U10 小3・小4 17:25～18:45 火・金 黒笹グラウンド
週1回

週2回

ベーシック U12 小5・小6 17:25～18:45 木 黒笹グラウンド 週1回

アドバンス U12 小5・小6 19:00～20:20 火・金 黒笹グラウンド
週1回

週2回

みよしFC

U13 中1
19:00～20:30 水 黒笹グラウンド

週2回

12ヶ月

18:30～20:00 金 三好公園陸上競技場 他

U14 中2
18:30～20:00 火 三好公園陸上競技場 他

週3回
19:00～20:30 水・木 黒笹グラウンド

U15 中3 19:00～20:30 火・木・金 黒笹グラウンド 週3回

※土曜日 U6・U8クラスご参加の皆様へ

U6用駐車位置

U8用駐車位置

P1
P2

P3



ｓ

黒笹グラウンド利用上の注意点

◇ 周辺道路の路上駐車や歩道へのはみ出し駐車など、違法駐車をされますと、施設が使用できなくなりますので、
絶対におやめください。
◇ 黒笹公園グラウンド駐車場が満車の場合は、下記図の通り「黒笹小学校敷地外職員駐車場（砂利）」をご利用下さい。

6

路上駐車禁止

路上駐車禁止

黒笹小学校敷地外職員駐車場（砂利）利用についてのお願い

職員駐車場（砂利）

職員駐車場（砂利）

黒笹小学校内駐車場

◇ 黒笹小学校内の駐車場には決して駐車しないで下さい。
◇ 職員駐車場（砂利）に駐車いただく際は、枠に沿って整列の上、駐車をお願いいたします。
◇ お子様の乗降車は必ず職員駐車場（砂利）にて行なってください。黒笹グラウンド付近の路上での乗降車はおやめ下さい。
◇ 職員駐車場（砂利）と黒笹グラウンドへの移動の際は、道路を横切ったり、斜め横断はせず、歩道を歩いてください。
◇ サッカーボールは手に持って、足で蹴らないようお願いします。

黒笹グラウンド～黒笹小学校周辺は、通学路及び住宅地となってお
ります。お車の速度は控えて頂き、安全運転をお願いいたします。
ご不便お掛けいたしますが、ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお
願いいたします。
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TOYOTA豊田スクール

【駐車場使用時の注意事項】

◇ ① （入口）→ ⑧（出口）の順でお進みください。
◇ 駐車場内は一方通行となっておりますので、逆走

しないようご注意下さい。
◇ スクール生のごきょうだいを連れて来られた場合、

怪我や事故防止のため、お子さまを駐車場内で走っ
たり遊んだりさせないで下さい。

◇ 駐車場内では事故防止の為、ボールは蹴らずに、
必ず手でお持ちいただくようお願いします。

◇ 会場内の駐車場はトヨタ自動車の従業員用駐車場に
なります。白線内にご駐車いただきますようお願い
します。また、従業員の方のご迷惑にならないご配
慮いただきますようお願いいたします。

②

③

⑦

グラウンド
（土）

⑧
駐車場
出口

④

⑤

⑥

クラス 学年 時間 曜日 会場 コース 月会費
入会金
年会費

活動期間

ベーシック U6 年中・年長 16:20～17:10 火

トヨタ自動車
三好工場グラウンド

週1回

本スクールガイドブックの
12ページをご参照下さい

原則11ヶ月
※8月除く

（変更の可能性あり）

ベーシック U8 小1・小2 16:10～17:10 木 週1回

ベーシック U10 小3・小4 17:25～18:35 木 週1回

ベーシック U12 小5・小6 17:25～18:45 火 週1回

①
駐車場
入口

※こちらの駐車場
にお停め下さい

グラウンド入口

グラウンド入口
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MIZUHO瑞穂スクール
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◇ ブラザー工業体育館が空いている場合、雨天時は体育館内で実施する可能性があります。ブラザー体育館は他の団体も使用する
ため、利用不可の可能性もございます。また、ブラザー工業内イベントが開催される時期（1週間程度）は施設の利用ができま
せんので、予めご了承ください。

◇ 体育館内にトイレがあるため、屋外コート使用中にトイレを使用する際は道路（公道）を通っていくことになります。トイレへ
行く際は、事故・怪我防止のため、充分注意してご通行いただき、特に幼児クラスにおきましては、できるかぎり保護者の方が
付き添っていただきますようお願いいたします。

◇ ブラザー工業荒崎グラウンドの駐車場につきましては、コート北側にあるブラザー体育館の駐車場をご利用いただけます。
位置につきましては、下記太枠内の体育館北側駐車場、または東側駐車場をご利用ください。
駐車台数が限られているため、体育館西側にある有料駐車場も合わせてご利用ください（駐車料金は各自のご負担となります）。

◇ 北側駐車場、または東側駐車場をご利用の場合、クラブで用意した駐車証をフロントガラスにご提示ください。
また、コート付近では乗り降りのみ可能で、路上駐車や待機は絶対にお止めください。

クラス 学年 時間 曜日 会場 コース 月会費
入会金
年会費

活動期間

ベーシック U6
年中
年長

16:00～16:50 金 ＜通常会場＞
ブラザー工業 荒崎グラウンド
※コロナ禍による臨時閉鎖中

（2022年3月現在）

＜代替会場＞
若宮フットサルパーク

（名古屋市中区大須3-2-1）
※臨時閉鎖解除後、通常会場に

移行して再開予定

週1回

本スクールガイドブックの
12ページをご参照下さい

原則11ヶ月
※8月除く

（変更の可能性あり）

ベーシック U8
小1
小2

15:50～16:50
火
水
木

週1回

週2回

ベーシック U10
小3
小4

17:00～18:10
火
水
木

週1回

週2回

ベーシック U12
小5
小6

17:00～18:20 金 週1回

ブラザー工業 荒崎グラウンド実施時

若宮フットサルパーク実施時

クラス 学年 時間 曜日 会場 コース 月会費
入会金
年会費

活動期間

ベーシック U6
年中
年長

16:15～17:05 金 ＜通常会場＞
ブラザー工業 荒崎グラウンド
※コロナ禍による臨時閉鎖中

（2022年3月現在）

＜代替会場＞
若宮フットサルパーク

（名古屋市中区大須3-2-1）
※臨時閉鎖解除後、通常会場に

移行して再開予定

週1回

本スクールガイドブックの
12ページをご参照下さい

原則11ヶ月
※8月除く

（変更の可能性あり）

ベーシック U8
小1
小2

16:15～17:15
火
水
木

週1回

週2回

ベーシック U10
小3
小4

17:30～18:40
火
水
木

週1回

週2回

ベーシック U12
小5
小6

17:20～18:40 金 週1回

◇ 駐車場については、「若宮パーキング（有料）」をご利用下さい。なお、お一人様につき1日1枚の「30分無料券」を発行いただ
けます。受付にて提示し、車番をご記入下さい。超過時間分については、各自でのご負担となりますので、予めご了承下さい。
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MINATO港スクール
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◇ U6（年中・年長）クラスの開催はございません。
◇ みなとアクルスUBフットサル場のピッチの種類は「フロア」となり、使用可能なシューズはフットサルシューズ又は

学校の上履き（体育館シューズ）のみとなります。

クラス 学年 時間 曜日 会場 コース 月会費
入会金
年会費

活動期間

ベーシック U8 小1・小2 16:00～17:00 火

みなとアクルス
UBフットサル場

週1回

本スクールガイドブックの
12ページをご参照下さい

原則11ヶ月
※8月除く

（変更の可能性あり）

ベーシック U10 小3・小4 17:10～18:20 火 週1回

ベーシック U12 小5・小6 18:30～19:50 火 週1回

NAGOYA WEST名古屋WESTスクール

◇ U6クラスはフットサルコート、U8～U12クラスは土コートでの開催となります。またU8～U12クラスも雨天の場合、フットサル
コートで開催する可能性があります。

クラス 学年 時間 曜日 会場 コース 月会費
入会金
年会費

活動期間

ベーシック U6 年中・年長 16:00～16:50 金

名古屋WEST
フットサルクラブ

週1回

本スクールガイドブックの
12ページをご参照下さい

原則11ヶ月
※8月除く

（変更の可能性あり）

ベーシック U8 小1・小2
16:00～17:00 月 週1回

週2回10:15～11:15 土

アドバンス U8 小1・小2 16:00～17:00 月・金
週1回

週2回

ベーシック U10 小3・小4 17:10～18:20 月・金
週1回

週2回

アドバンス U10 小3・小4 17:10～18:30 月・金
週1回

週2回

ベーシック U12 小5・小6 18:40～20:00 月・金
週1回

週2回

アドバンス U12 小5・小6 18:40～20:00 月・金
週1回

週2回

大人
20歳以上
55歳未満

8:30～10:00 土 週1回

NAGOYA NORTH名古屋北スクール

クラス 学年 時間 曜日 会場 コース 月会費
入会金
年会費

活動期間

ベーシック U8 小1・小2 16:00～17:00 水

フットサル
カフェエリア

週1回

本スクールガイドブックの
12ページをご参照下さい

原則11ヶ月
※8月除く

（変更の可能性あり）

ベーシック U10 小3・小4 17:10～18:20 水 週1回

ベーシック U12 小5・小6 18:30～19:50 水 週1回

◇ U6（年中・年長）クラスの開催はございません。

岡崎スクール

◇ 岡崎げんき館駐車場をご利用ください。また、駐車場は車の出入りが大変多くなっております。別利用者の方で人身事故も発
生しておりますので、駐車してから移動の際は、保護者の方も含めて十分注意していただくようお願いいたします。

OKAZAKI
クラス 学年 時間 曜日 会場 コース 月会費

入会金
年会費

活動期間

ベーシック U6
年中
年長

16:20～17:10 火・木

岡崎げんき館

週1回

本スクールガイドブックの
12ページをご参照下さい

原則11ヶ月
※8月除く

（変更の可能性あり）

週2回

ベーシック U8 小1・小2 16:10～17:10 水・金
週1回

週2回

ベーシック U10 小3・小4 17:25～18:35 水・金
週1回

週2回

ベーシック U12 小5・小6 17:25～18:45 火・木
週1回

週2回
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OKAZAKI SOUTH岡崎南スクール

◇ 敷地内の別館にトイレがあるため、トイレを使用する際は駐車場を通っていくことになりますので十分ご注意ください。特に
幼児クラスにおきましては、できるだけ保護者の方が付き添っていただきますようお願いいたします。

SAKAE栄スクール

◇ スポルト名古屋の駐車場（有料）をご利用ください。駐車券を5階受付に提示していただくと、6時間分無料となります。

クラス 学年 時間 曜日 会場 コース 月会費
入会金
年会費

活動期間

ベーシック U6 年中・年長 16:20～17:10 木

暮らしの学校
スポーツスクエア

週1回

本スクールガイドブックの
12ページをご参照下さい

原則11ヶ月
※8月除く

（変更の可能性あり）

ベーシック U8 小1・小2 16:10～17:10
水
金

週1回

週2回

ベーシック U10 小3・小4 17:25～18:35
水
金

週1回

週2回

ベーシック U12 小5・小6 17:25～18:45 木 週1回

クラス 学年 時間 曜日 会場 コース 月会費
入会金
年会費

活動期間

ベーシック U6 年中・年長 16:00～16:50 火

新栄
フットサルアリーナ

週1回

本スクールガイドブックの
12ページをご参照下さい

原則11ヶ月
※8月除く

（変更の可能性あり）

ベーシック U8 小1・小2 16:00～17:00 木 週1回

ベーシック U10 小3・小4 17:10～18:20 木 週1回

ベーシック U12 小5・小6 17:00～18:20 火 週1回

KOUROGI口論義（こうろぎ）スクール

◇ 駐車場からグラウンドに移動する際は、走行する車に十分気をつけるようにしてください。車道を横断する際は横断歩道を通っ
てください。

クラス 学年 時間 曜日 会場 コース 月会費
入会金
年会費

活動期間

ベーシック U6
年中
年長

16:20～17:10 火・木

口論義
運動公園

週1回

本スクールガイドブックの
12ページをご参照下さい

原則11ヶ月
※8月除く

（変更の可能性あり）

週2回

ベーシック U8 小1・小2 16:20～17:20 火・木
週1回

週2回

ベーシック U10 小3・小4 17:35～18:45 火・木
週1回

週2回

スーパー U10 小3・小4 17:25～18:45 火・木
週1回

週2回

ベーシック U12 小5・小6 19:00～20:20 木 週1回

スーパー U12 小5・小6 19:00～20:20 火・木
週1回

週2回

大人
20歳以上
55歳未満

19:30～20:50 火 週1回

TOYOTA TSUCHIHASHI豊田土橋スクール

クラス 学年 時間 曜日 会場 コース 月会費
入会金
年会費

活動期間

ベーシック U6 年中・年長 10:35～11:25 土

豊田フットサルクラブ
ルミナス

週1回
本スクールガイドブックの
12ページをご参照下さい

原則11ヶ月
※8月除く

（変更の可能性あり）

ベーシック U8 小1・小2 11:30～12:30 土 週1回

大人
20歳以上
55歳未満

9:00～10:30 土 週1回
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TOYOTA
SPORTS CENTER

トヨタスポーツセンタースクール

◇ 祝日の際は会場の都合につきお休みとなります。また、年間の開催回数は他クラスより少なくなりますので、
予めご了承ください。（2022年度は年間「35回」の開催となります）

◇ ストライカー・ゴールキーパークラスのスクールマッチデーは実施いたしません。
◇ 隣接する天然芝グラウンドへの立ち入りはご遠慮下さい。
◇ トヨタスポーツセンタースクールは週2回コースの月会費割引対象外になります。

クラス 学年 時間 曜日 会場 コース 月会費
入会金
年会費

活動期間

ストライカー U10 小3・小4 17:00～18:00 月

トヨタスポーツセンター
名古屋グランパス第2グラウンド

（人工芝）

週1回

本スクールガイドブックの
12ページをご参照下さい

原則11ヶ月
※8月除く

（変更の可能性あり）

ストライカー U12 小5・小6 18:15～19:15 月 週1回

ゴール
キーパー

U10
U12

小3・小4
小5・小6

18:00～19:00 月 週1回

ベーシック U15
中1
中2
中3

19:30～21:00 月 週1回

大人
20歳以上
55歳未満

19:30～21:00 月 週1回

クラス 学年 時間 曜日 会場 コース 月会費
入会金
年会費

活動期間

ベーシック U6 年中・年長 16:20～17:10 金

オーシャンズフィールド
（屋外・人工芝）

週1回

本スクールガイドブックの
12ページをご参照下さい

原則11ヶ月
※8月除く

（変更の可能性あり）

ベーシック U8 小1・小2 16:20～17:20 水 週1回

ベーシック U10 小3・小4 17:35～18:45 水 週1回

ベーシック U12 小5・小6 17:25～18:45 金 週1回

大人
20歳以上
55歳未満

19:00～20:30 水 週1回

大人（Over40）
40歳以上
65歳未満

19:00～20:30 金 週1回

CHITA知多スクール

◇ 駐車場代は「300円/回」必要となります。
◇ 会場周辺での路上駐車はお止めください。

TOYOSUTA豊スタスクール

クラス 学年 時間 曜日 会場 コース 月会費
入会金
年会費

活動期間

ベーシック U6 年中・年長 16:00～16:50 火 豊田スタジアム
北側芝生広場・室内アップ場

週1回 本スクールガイドブックの
12ページをご参照下さい

原則11ヶ月
※8月除く

（変更の可能性あり）ベーシック U8 小1・小2 17:00～18:00 火 週1回

◇スクールの実施場所は下記の通り、時期によって変更となります。
1学期：芝生広場（6月中旬以降の養生期間は室内アップ場）/ 2学期：室内アップ場 / 3学期：室内アップ場
※室内アップ場は「B2階」のホーム側となります

◇駐車場は、「東駐車場」もしくは「南駐車場」をご利用ください。（平日3時間無料）
※豊田北高校と芝生広場の間道路への路上駐車はおやめください
※室内アップ場（B2階）の日はB1駐車場もご利用可能です

◇使用可能なシューズは「芝生広場：トレーニングシューズ・スパイク」、「室内アップ場：トレーニングシューズ」となり
ます。



ｓ

12

スクール月会費設定

クラス コース

月会費（税込）

入会金
（税込）

年会費
（税込）

U6 U8 U10 U12 U15

年中・年長 小1・2 小3・4 小5・6 中1・2・3

ベーシック
週1回 4,950円 6,600円 6,600円 6,600円 8,800円

5,500円 11,000円

週2回 8,250円 9,900円 9,900円 9,900円 ―

アドバンス
週1回 ― 7,700円 7,700円 7,700円 ―

週2回 ― 12,100円 12,100円 12,100円 ―

スーパー
週1回 ― ― 8,800円 8,800円 ―

週2回 ― ― 14,300円 14,300円 ―

ストライカー 週1回 ― ― 5,500円 5,500円 ―

ゴールキーパー 週1回 ― ― 5,500円 5,500円 ―

◇ ベーシック、アドバンス、スーパークラスを掛け持ちで『週3回』ご参加いただくことは出来ませんので、予めご了承下さい。
◇ ベーシック、アドバンス、スーパークラスについては他クラスと重複してお申し込みいただくことは出来ませんので、

予めご了承下さい。
◇ ストライカー、ゴールキーパークラスについては、ベーシック、アドバンス、スーパークラスと重複してお申し込みいただけ

ますが、月会費の割引はございませんので予めご確認下さい。

こどものサッカースクール

大人のサッカースクール

クラス コース

月会費（税込）

入会金
（税込）

年会費
（税込）

豊田土橋 名古屋WEST 口論義
トヨタ
スポーツ
センター

知多

大人 週1回 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円 8,800円 5,500円 11,000円

◇ 大人クラスは複数スクールにご参加いただけますが、上限2校までとなります。月会費の割引はございませんので、予め
ご承知置き下さい。

◇ 知多スクールの大人クラスは、通常クラス・Over40クラスどちらの月会費も同様となります。
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クラス名 グランパスみよし グランパス名古屋

主な活動拠点 黒笹Ｇ、旭Ｇ（みよし市）他 名古屋ウエストフットサルクラブ（蟹江町）他

カテゴリー U10 U11 U12

活動人員 12名程度 16名程度 16名程度

対象学年 3・4年生 5年生 6年生

活動日数（両チーム共通） 月4回程度 月5回程度 月6回程度

活 動 日（両チーム共通） 土・日・祝祭日・長期休暇期間

コーチ体制 3カテゴリーを2名のコーチが担当します。ただし、活動は各カテゴリーで行います。

活 動 費（両チーム共通） 年額：33,000円（税込）/ 協会登録費：2,500円（税込）

合宿・遠征費 年額／100,000円程度

ユニフォーム
公式戦：ユニフォーム貸与（自己管理）
練習試合：各自ユニフォーム（購入）
練習：各自スクールウェア（購入）

その他

・セレクションで合格したスクール生が活動をします。
・基本的に学年ごとの活動ですが、1学年上で活動する場合もあります。
・学年進級時の選手入れ替えは、原則行いません。
※特別な理由が無い限り、卒業まで自己申告以外で退会となることはありません。

・平日は、所属スクールでの活動となります。

カテゴリー U13 U14 U15

曜 日 時 間
水
金

19:00～20:30
18:30～20:00

火
水･木

18:30～20:00
19:00～20:30

火･木･金 19:00～20:30

土・日・祝日活動日数 月6回程度 月7回程度 月8回程度

会 場 黒笹グラウンド 三好公園陸上競技場 他

入 会 金 5,500円（税込）

年 会 費・協会登録費 年会費：11,000円（税込）/ 協会登録費：2,500円（税込）

月 会 費 12,100円（税込）

スクールウェア代 80,000円程度（U13のみ）

合宿・遠征費 年額／100,000円程度

ユニフォーム
公式戦：ユニフォーム貸与（自己管理）

練習・練習試合：各自ユニフォーム（購入）

コーチ体制 各学年ごとに担当コーチを1名ずつ配置いたします。

活動期間 12ヶ月

グランパスみよしFCはスクール生を中心にセレクションに合格した選手でチーム活動を行います。平日のトレーニングに加え、
サッカー協会の主催する公式戦等に出場するなど、より多くの経験を積みレベルアップを目指します。

U12 Grampus Miyoshi/NagoyaU12 グランパスみよし・名古屋（小学生）

U15 Grampus Miyoshi FCU15 グランパスみよしFC（中学生）
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「グランパスみよし」と「グランパス名古屋」の2つの登録チームでは、スクール生の中からセレクションに合格した選手が、
サッカー協会の主催する公式戦等に出場するなど、より多くの経験を積みレベルアップを目指します。
平日に参加する所属スクールの活動に加え、登録チームは週末に活動（トレーニング、対外試合、公式戦等）を行います。

【 セレクションに参加できる条件 】
◇ 名古屋グランパスサッカースクールに在籍し、登録チームでの活動を強く希望する方
◇ サッカー協会に選手登録ができ、部活・フットサルチーム等の活動よりも登録チームの活動（トレーニング／ゲーム）を最優先

できる方
◇ 活動費、遠征費等をお支払いいただける方

◇ 芝生養生や施設改修等の理由で会場が変更となる可能性がございます。その場合は事前にご案内いたします。
◇ U15は12月以降、活動回数が週2回となる予定です。それに伴い、U13は12月以降、活動回数が週3回（木曜日が追加）と

なる予定です。
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回 決済日（予定） 申請締切日
請求される会費

4月の新規入校者 前年度からの継続者

第１回 4月6日（水） 3月15日（火） 入会金・年会費・4月会費 年会費・4月会費

第２回 5月6日（金） 4月15日（金） 5月会費 5月会費

第３回 6月7日（火） 5月15日（日） 6月会費 6月会費

第４回 7月6日（水） 6月15日（水） 7月会費 7月会費

第５回 8月9日（火） 7月15日（金） ―（8月会費） ―（8月会費）

第６回 9月6日（火） 8月15日（月） 9月会費 9月会費

第７回 10月6日（木） 9月15日（木） 10月会費 10月会費

第８回 11月8日（火） 10月15日（土） 11月会費 11月会費

第９回 12月6日（火） 11月15日（火） 12月会費 12月会費

第１０回 1月6日（金） 12月15日（木） 1月会費 1月会費

第１１回 2月7日（火） 1月15日（日） 2月会費 2月会費

第１２回 3月7日（火） 2月15日（水） 3月会費 3月会費

スクール会費の徴収方法／各種変更申請

月会費
当月分を各月の月初に請求させていただきます。なお休会中は月会費の徴収はございません。
なお、8月にスクール活動がないカテゴリーに関しては、8月会費の徴収はございません。

年会費
継続者および4月からの新規入校者は4月に月会費と一緒に請求となります。
5月以降の新規入校者は入校した次の月に請求となります。
※年会費（税込）：11,000円（年会費は、5月以降の新規入校者及び休会者にも、一律金額が請求されます）

入会金
4月新規入校者は4月に、5月以降入校した方は翌月に月会費、年会費と一緒に請求となります。
※入会金（税込）：5,500円

< ご 注 意 >
■ ご登録いただいたクレジットカードの有効期限切れなどに伴い、決済不良の場合は指定口座にお振込みいただきます。

その際は、PiCROマイページの明細確認欄にて「現金」と表示されますので、お振込みの程よろしくお願いします。

■ ご登録いただいたクレジットカードの変更または、クレジットカードの有効期限切れの場合、改めてご登録いただく必要がございます。

■ 変更届、休会届、退会届など会費の変更に関わる届出に関しては、『毎月15日』までにご提出ください。
（休会の例）6月から休会したい場合は、5月15日までに休会届を提出
（変更の例）10月から週1回コースに変更したい場合は、9月15日までに変更届を提出
（退会の例）12月末にて退会される場合は、12月15日までに退会届を提出

■ 各種スクール行事（サマーキャンプ・合宿・遠征等）の申込後、会員の方の事情によりキャンセルされた場合、振込手数料を差し引いた額での
返金となりますのでご了承下さい。※詳しい内容については行事ごとにご案内いたしますが、場合によってはキャンセル料が発生いたします。

■ 各月『15日』の申請締切日を過ぎた申請に関しましては、受け付けることができません。
会費の返金もいたしかねますので、 変更のある場合は下記申請締切日にご注意いただき、期日までに各種届出をご提出ください。

毎月6日～9日にご登録のクレジットカードにて自動決済されます
※決済日の確定はPiCROにてお知らせいたします（カード情報のご登録方法はこちらのQRコードを読み取ってご確認ください⇒）

その他
イベント参加費や、遠征費、またグッズ等のスクール斡旋販売にて
発生した費用に関しましては、翌々月に請求となります。
※イベントによって例外もございます。その際はご案内の際に予め請求日をお知らせいたします。

前月の15日（申請締切日）以降に、翌月の会費を決定

前月の25日〜月末に、翌月の請求明細をPiCROへ反映いたします

会費を2ヶ月連続で滞納し、本スクールより請求があっても完済しない場合、『強制休会』となります。

内容をご確認のうえ、当月の6日～9日に、入校時の
ご案内のもと、ご登録いただいたクレジットカード
にて、請求分の会費が決済されます。

変更届・休会届・退会届は原則『毎月15日』が
締めとなります。期限までにご提出の届出は、
翌月に反映のうえ、その内容に沿って会費の請
求が発生いたします。

5月以降、新規入校の方につきましては手続きの関係上、
入会金・年会費・2ヶ月分の月会費（初月・翌月分）を合算し、
ご請求させていただく場合がございます。
※会費等を直接現金でお支払いいただくことはございません。

スクール会費の徴収は、入校時にご登録いただくクレジットカード（途中変更可）にてお支払いいただきます。
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スクールウェア（ミズノ）の購入方法

① MIZUNO DIRECT 会員限定サイトへアクセス

MIZUNO DIRECT 会員限定サイト

https://www.mizuno-direct.jp/mzd/shop/secret.html

② チームIDの認証

下記チームIDとチームパスワードを入力し、『認証』ボタンをクリックしてください。

チームパスワード ********チームID ********

ミズノ社の専用サイトからお申込みいただきます。
下記の手順にそって各自お申込みいただきますようお願いいたします。

③ トップ画面→会員登録用をクリック

画面左側にある「新規会員登録」をクリックしてください。

④ 会員登録用URLの受信→会員登録用URLのクリック

ご利用規約をご確認の上、メールアドレスを入力してください。
「同意して送信する」をクリックすると、 miz-direct@mizuno.co.jpより仮登録用のメールが届きます。

⑤ お客様情報の入力

メールに記載のＵＲＬをクリックして、再度チームIDとパスワードをご入力ください。
お名前・ご住所・会員パスワード等 必要事項のをご入力の上、「登録内容を確認する」をクリック
してください。お間違いなければ、「登録内容を送信する」をクリックしてください。会員登録完了
の確認メールが送信されます。以上で会員登録の完了です。

⑥ ご注文から商品到着まで

商品のサイズ・数量を選択の上、「ショッピングカートに入れる」ボタンをクリックしてください。
【お支払方法】 クレジットカードと代金引換の２種類からお選びいただけます。
【送 料】 全国一律770円(税込) ★7,700円(税込)以上の購入で送料無料とさせていただきます。

※一部商品につきまして、別途追加送料をご請求する場合がございます。ご了承ください。
【ご 注 文 後】 注文完了メールが届きます。その後、出荷完了時にもメールが届きます。
【お 届 け】 発注後3～4営業日ほどで届きます ※マーク加工がある場合は約3週間かかります

■ マーク加工について ※背中上部

１個所1,100円（税込）にて加工可能です。対象はシャツ・ジャージシャツ・ピステシャツです。
マーク加工をご希望されるお客様は、発注をいただいてから約3週間後にお届けいたします。
ただし、繁忙期や連休など、時期によっては4週間ほどかかる場合がございますのであらかじめご了
承願います。

■ ストッキングのみ購入の場合

※ 価格は店頭価格になります（ミズノサイトと異なります）。事前にお電話で在庫の有無のご確認をお奨めします。
※ お申込み後の取り消し、返品、サイズ交換などは出来ませんのでご了承ください。
※ サイズサンプルはスクール事務局（旭クラブハウス）にございます。ご希望の方はトレーニング時にお持ちしますので、 担当コーチまで

お申し出ください。

穴が開いたり、破れたりしてストッキングのみ購入される場合は下記店舗にて取扱っております。
サッカーショップKAMO：名古屋店
アルペン：一社店・長久手店・岡崎店
スポーツデポ：アルペンモール守山志段味店・蟹江店・みなと稲永駅前店・名西店
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ｓ

スクールウェアデザイン／価格表 2022年4月〜

■120㎝以下のウェアは在庫がなくなり次第、販売終了となりますのでご了承ください。
■ 参考価格：シャツ・パンツ・ストッキング(21-23)・ジャージ上・下(120-160)Jr.5点セットで¥19,609（税込）
■ お申込み後の取り消し、返品、サイズ交換などは出来ませんのでご了承ください。
■ サイズサンプルはスクール事務局（旭クラブハウス）にございます。ご希望の方はトレーニング時にお持ちしますので、担当コーチまでお申し出下さい。

ご希望の方はシャツ、ジャージ上、ピステ上の
部分にローマ字でネームを入れることが可能です。ネーム加工（任意） 価格：1アイテム ¥1,100（税込み）

納期：約3週間（年末年始・夏季休暇中は４週間）

年中・年長
必須購入アイテム

小学1年〜6年生

上記①②③を必ずご購入ください。④⑤⑥⑦は任意となります。

①②③④⑤もしくは①②③⑥⑦を必ずご購入ください。

※ハーフパンツは任意となり、在庫がなくなり次第終了

価格は税込です

※１２０cm 130cm 140cm 150m

※１２０cm 130cm 140cm 150m

展開無し

※１２０cm 130cm 140cm 150m

※１２０cm 130cm 140cm 150m

展開無し

※１２０cm 130cm 140cm 150m

※１２０cm 130cm 140cm 150m

※１２０cm 130cm 140cm 150m

S

21～23cm

6,600円

M

160cm

3,520円

5,610円

18～21cm

160cm

5,060円（エンブレム有）　⇒　4,394円（エンブレム無）

2,804円

①シャツ

②フィールドパンツ

160cm

6,451円

M

4,950円

S

160cm
⑤ジャージ　下

1,234円

S・M   ※ジュニアとデザインが異なります

23～25cm

S

　2,618円

4,207円

S

25～27cm

1,322円

6,930円

⑦ピステ　下
S

5,610円（エンブレム有）⇒4,581円（エンブレム無）

S M

M

4,070円

M

6,050円

④ジャージ　上

※ハーフパンツ
（任意）

⑥ピステ　上

1,410円
③ストッキング

1,146円

160cm

160cm

160cm M
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スポーツ傷害保険

スクール生はスポーツ傷害保険に加入させていただきます。スクール生がスクール活動中に怪我
をした場合は、スポーツ傷害保険を適用することができます（保険料は年会費に含まれます）。
この保険は、各スクール会場への往復途中も含めたスクール活動中の傷害事故および賠償責任を
負う事故を補償するものです。入院または通院１日目より補償されます。ただし、いくつかの条
件がありますので、スクール活動中にケガ等をされた場合は、速やかにコーチまたは事務局へご
連絡ください。

傷害保険（保険金額）

死亡 後遺症
（最高）

入院
（日額）

通院
（日額）

傷害 1,000万円 1,000万円
4,000円

（最長60日）
1,500円

（最長7日）
疾病 1,000万円 1,000万円

保険内容

保険期間

下記をご確認ください。

2022年4月1日 ～ 2023年3月31日

原因発生時から180日以内

◇ ケガ等で保険の適用を希望される場合は、速やかにコーチまたは事務局へご連絡下さい。
手続きにつきましては、申し出の時点で詳細をご説明させていただきます。
（必要書類の提出・保険金請求手続き等）

◇ 事故日から1ヶ月以内に保険会社に届け出を行わないと、保険金が支払われない場合があります。
そのため、通院･入院が必要なケガをしたらすぐにご連絡下さい。
※２週間以内に『事故通知書』を担当コーチまたはスクール事務局へご提出ください。

保険申請の流れ

事故発生（トレーニング中・スクール会場への往復途中・その他スクール活動全般）

事故通知書をスクール事務局へ提出

スクール事務局より保険団体へ申請

スクール事務局より保険対象者へ今後の手続き方法を通知

全ての治療が終了後、保険対象者にて保険金請求手続きを実施

終了（後日、指定口座に保険対象金が入金されます）
※保険金支払い時に支払い金額から事務手数料500円差し引かれて振込

治 療
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※2022年4月より保険内容が変更となりました。
・手術への保険金支払いが対象外
・入院限度日数の変更及び通院限度日数を設定
・保険金支払い時に支払い金額から事務手数料500円差し引かれて振込
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名古屋グランパスサッカースクール 会員規約（2021年4月1日改定）

18

【第1条】 目的
１ 本スクールは、「名古屋グランパスサッカースクール」と称し､株式会社名古屋グランパスエイト（以下、「当社」

という）が育成普及活動の一環として開校するものです。
２ 本スクールは、担当コーチ制による一貫した指導により､サッカー技術の向上及び普及に努めると共に､サッカーを通じて

スポーツへの正しい理解を深め、子供たちの健全な心身の育成や大人スクール生の健康の増進を図ることを通じて､地域社
会のスポーツ振興に寄与することを目的とします。

【第２条】 主催および共催運営
みよしスクールは、主催を当社とし､共催運営を「みよし市サッカー連盟」が行います。
みよしスクール以外のスクールは、主催を当社とします。

【第３条】 会員
１ 会員になろうとする者は、第1条の目的に賛同していただいたうえ、本規約が本スクールと会員との会員契約の内容になる

ことを承諾する旨の入会申込書の提出等、事務局所定の手続きをとるものとします。
２ 会員契約は、本スクールが前項の入会申込を承諾してその旨を通知したときに成立するものとします。なお、利用開始日

は別に定めます。
３ 本スクールの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

【第４条】 会員資格
１ 本スクールの会員は、以下の項目すべてを満たすことが必要です。
① 医師等により運動を禁じられていないなど本スクールへの参加に支障がない旨を事務局に申告いただくこと
（なお、事務局が診断書の提出を求めた場合は遅滞なく提出していただきます）

② 他の会員に伝染するまたは感染するおそれのある疾病を有しないことを事務局に申告いただくこと
③ 本規約に同意いただくこと
④ 未成年の方は親権者の同意があること
⑤ 反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団ならびにその関係団体をいう）

の組員、構成員もしくは関係者に該当しないこと
⑥ その他事務局において、会員としてふさわしくないと判断した者でないこと

２ 未成年の会員またはその親権者が以下のいずれかに該当し、本スクールの会員または会員の親権者として不適切であると
事務局が認めた場合は会員は会員資格を喪失し退会とします。

① 本スクールが使用する敷地および施設内の設備または備品を適切に使用せず、破損・汚損した場合または無断で持ち出
した場合

② 勧誘、セールス、政治活動およびその他類似する行為があった場合
③ 本スクールの名誉を傷つける行為または秩序を乱す行為を行った場合
④ 他の会員および選任（担当）コーチ、会員または本スクールを誹謗中傷し、または本スクールの開催中に暴力行為、

示威的行動またはその他の迷惑行為を行った場合（スクールの開催前または開催後であっても時間的または場所的に
近接していて本スクールの準備または後片付中とみられる場合を含むものとします）

⑤ 正当な理由なく、面談、電話、電子メール、SNSその他の方法で選任（担当）コーチまたは本スクールに迷惑を及ぼす
行為を行った場合

⑥ その他、本スクールが不適切であると判断した行為を行った場合

【第５条】 会費
１ 会員は、事務局が別途定めるところに従って入会金、年会費および月会費（以下、これらを総称して「会費」という）を

事務局が定める方法により納入することとします。
２ 入会金は、入会初年度のみ徴収します。
３ 年会費は、毎年４月に当年度分を支払っていただきます。但し、新規会員の年会費は、入会金と共に支払っていただくも

のとします。
４ 月会費は、第８条第2項に定めにより徴収を停止するまでは、本スクールへの参加の有無に関わらず支払っていただくもの

とします。
５ 一度入金された会費は、法令の定めまたは下記の事由がある場合を除き、返金しません。
① 会員の死亡、疾病その他のスクールへの参加が不可能もしくは著しく困難な事情が生じた場合
② 入会申込書提出後、会員資格に基づき本スクールに参加する前に退会を申し出た場合

６ 前項の定めに基づき、解約をお申入れの際にはお申入れの事情により、医師の診断書等解約事由のあることを証明する
資料の提出をお願いする場合があります。

７ 前２項にかかわらず、法令の定めにより入会無効・取消し・解除となる場合は、当該法令の定めるところにより取り扱う
ものとします。

８ 各種スクール行事（サマーキャンプ、合宿および遠征等）の参加費他の費用は、毎月6日に当月分を徴収するものとします。
但し、6日が祝休日の場合は、翌営業日に徴収するものとする。尚、各種スクール行事の開催時期によっては、この限りで
はありません。

【第６条】 活動期間
１ 本スクールの活動期間は、原則として毎年4月から翌年3月までの1年間とします。
２ 雨天代替については、活動期間内において3日を目安に設けることとしますが、その決定及び日程調整は本スクールに一任

するものとします。
３ 利用開始は、原則として、第３条２項の定めに基づき会員になった日の属する月の翌月からとします。
４ 第1項に定める年度途中の入会も認められますが、入会金・年会費は月割等の調整をしません。また、月会費は利用開始月

から発生するものとします。
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【第７条】 怪我、事故等の諸注意と保険の加入
１ 本スクールは、スクールの開催に際し、会員が安全に活動いただけるよう十分に配慮するものとします。
２ 会員は、運動及びスポーツがその性質上少なからず危険を伴うものであることを認識し、ご自身の体調や状況を踏まえて、

自己や他の会員の怪我、事故等を回避するよう注意するものとします。
３ 会員は、担当コーチから怪我、事故等の回避のための指示、要請を受けたときは、直ちにそれに従うものとします。
４ 会員が練習時または試合時に負傷した場合、本スクールで応急処置を施します。ただし、その後の治療、入院、通院等に

ついては会員本人またはその親権者が責任を持って行うものとし、本スクールは一切責任を負わないものとします。
５ 会員は、入会と同時にスポーツ傷害保険に加入し、加入手続きはすべて事務局が行うものとします。なお、保険料は年会

費にて充当し、保険期間は毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
６ 傷害事故等における補償責任は、加入する保険会社の約款に従うものとし、当該保険の補償を超える部分については、会

員本人またはその親権者が負担するものとします。

【第８条】 退会・休会
１ 会員が退会または休会しようとする場合､退会または休会希望の前月１５日までに所定の用紙に必要事項を記入し、担当

コーチまたは事務局へ届け出るものとします。
２ 月会費は、前項の届出日の属する月の翌月より徴収を停止し、当月１５日以降に届出がなされた場合は、翌々月の月会費

より徴収を停止します。

【第９条】 会員心得
会員は、下記の各号を厳守し、本スクールの一員として自覚と責任を持った行動しなければならない。
① ピッチ（グラウンド）内ではコーチの指示に従い､ルールを守ってプレーし、また全員で協力し常にスポーツマンらしい

行動をする
② ピッチ（グラウンド）外においても社会のルールやマナーを守る
③ フェアプレーを遵守し、リスペクト（全ての人や物を大切に思う事）を常に意識する

【第１０条】 会員資格の喪失または停止
会員が以下に定める各号に該当する場合は、会員資格を喪失または停止するものとします。この場合、納入済みの会費は第5条
に準じて扱うものとします。
① 第４条第１項に定める入会資格を充足しないことが判明した場合
② 第４条第２項に定めている各号いずれかに違反した場合
③ 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明した場合
④ 法令または本規約その他本スクールの定める諸規則違反した場合
⑤ 会員から退会の申し出があり、事務局が退会を承認した場合
⑥ 支払い方法の設定が確認できない場合
⑦ 会費を2ヶ月連続滞納し、本スクールより請求があっても完済しない場合
⑧ その他、本スクールが会員としてふさわしくないと認め、会員資格喪失または停止が必要と認めた場合

【第１１条】 免責
１ 会員が本スクールに参加中に、盗難、傷害、ピッチ（グラウンド）外での事故およびその他の事故で受けた損害に対して、

本スクールは、本スクールに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負いません。
２ 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本スクールは、本スクールに故意または過失がある場合を除き、一切

関与せず、責任を負いません。

【第１２条】 持込物に関する責任
１ 本スクールは、本スクールが使用する敷地および施設に会員が持ち込んだ物を預りません。会員は、持込物について自己

の責任をもって管理するものとします。
２ 本スクールは、故意または過失がない限り、本スクールが使用する敷地及び施設に会員が持ち込んだ物の滅失または毀損

について賠償する責任を負いません。

【第１３条】 休業および閉鎖
１ 本スクールは、次の各号のいずれかにより、開催することが困難または開催すべきでないと判断するときは、本スクール

の全部または一部を臨時休業または閉鎖することができます。
① 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力があった場合、またはそのおそれがある場合
② 法令、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他やむをえない事由が発生した場合
③ 本スクールが使用する敷地または施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要する場合
④ その他本スクールが必要と判断した場合

２ 取得前項の場合、法令の定めまたは本スクールの判断により会費の返金、減免その他の対応を取ることがあります。

【第１４条】 個人情報の取扱い
１ 会員の個人情報は、当社が別途定める「プライバシーポリシー」にしたがって取得、利用・管理します。

プライバシーポリシー：https://nagoya-grampus.jp/privacypolicy/
２ 会員は、入会に際し、プライバシーポリシーの内容を確認のうえ、同意するものとします。
３ 会員が本スクールに参加中に事故、怪我等をされた場合、必要な範囲でご家族、会社等の所属組織および病院その他の

医療関係者に開示することができるものとします。

名古屋グランパスサッカースクール 会員規約

https://nagoya-grampus.jp/privacypolicy/
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【第１５条】 届出内容変更手続
１ 会員は、入会申込書に記載した内容その他事務局に届け出た内容が正確であることを保証します。本スクールは、当該

情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
２ 会員は、入会申込書に記載した内容その他事務局に届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行うもの

とします。
３ 本スクールより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとしま

す。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本スクールからの通知が延着しまたは届かな
かった場合には、通常到達すべきときに本スクールからの通知があったものとします。

【第１６条】 その他
１ 本スクールは、以下の場合に、本スクールの裁量により、本規約を改正することができます。
① 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
② 本規約の変更が、契約をした目的に反せずかつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る

事情に照らして合理的なものであるとき
２ 本スクールは前項による本規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日の1ヶ月前までに、規約を変更する旨及び変更

後の規約の内容とその効力発生日を本スクール公式HP（https://nagoya-grampus.jp/school/）に掲示し、または会員に電
子メールで通知します。

３ 変更後の規約の効力発生日以降に会員が本スクールに参加したときは、会員は、本規約の変更に同意したものとみなしま
す。

４ 本スクールは、本規約に定めない事項について、細則を定めることができるものとします。
５ 本スクールが会員に対して行う告知およびご連絡は、スクール生会員システム（ピクロ）での連絡を原則とします。なお、

本スクールは告知およびご連絡の内容、性質に応じて、会員への郵送、電子メール、本スクール内での配布物の配布、口
頭でのお声掛けなど本スクールがその都度判断する方法により、告知及びご連絡を行うものとします。

《個人情報の取扱いについて》
本スクールでは、皆様の個人情報保護のための管理体制を確立するとともに、確実な個人情報保護の実現のため、個人情報保
護関連法令、当社が別途定める「プライバシーポリシー」およびその他の規範を遵守し、適切かつ慎重に取扱います。
また、ご提供いただいた個人情報について、下記目的の範囲内において利用するものとします。

１ 本サービスをご提供するため
サッカースクールの運営
・大会エントリー（選手氏名・背番号・ポジション・登録番号等）
・サッカー協会登録（氏名・年齢・学校名等）
・スポーツ傷害保険加入・申請手続き
・会費等の預金口座振替手続き
・スクール生の怪我等、公的機関（病院等）への保護者連絡先の通知

２ 本サービスに関するご連絡（以下を含みます）を行うため
① 本サービスの利用やお支払などのご案内
② 新しい商品・サービスや本サービスに関するイベントのご案内
③ お問い合わせに対する確認や回答

３ 本サービスの代金等の決済を行うため
４ 本サービスの利用状況や満足度などを調査・分析するため
５ 本サービスの内容を改善し、新しい商品やサービスを開発するため
６ 本サービスに関連するトラブルを解決するため
７ 当社が主催、主管する試合やイベント、グランパスファンクラブに関する情報のお知らせ
８ 当社が主催、主管する試合やイベント等のチケット販売・招待
９ 当社がお知らせしたその他の目的のため

【写真の取扱い】
当社の広報活動やイベント写真の販売でスクール生の写真を使用・公開することがありますので、ご了解下さい。
上記以外の利用については、該当されるスクール会員に確認し、同意を得た上で対応致します。

個人情報の提供は任意ですが、提供いただけない場合は上記の業務に支障をきたすため、スクールでの活動が困難となる事が
あります。
株式会社名古屋グランパスエイト サッカースクール事務局（☎0561-36-4455）は、会員ご本人またはその親権者から、その個
人情報の開示・訂正・追加・削除・利用停止・消去の請求があった場合、ご本人であることを確認の上、遅滞なくこれに応じ
るものとします。

【個人情報保護管理責任者 経営サポート部 松崎浩 （☎0565-79-8880）】

https://nagoya-grampus.jp/school/
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【在籍可能な年齢】
子どものサッカースクール（幼児・小学生・中学生）は5歳～15歳、みよしFC（中学生）は13歳～15歳、大人クラスは20歳～55歳の方が在籍可能です。

【活動日程】
平日のスクール活動については別紙の年間スケジュールにてご確認ください。祝祭日・長期休暇（夏/冬/春）は基本的に休みとなります。ただし、ス
クールによっては祝祭日・長期休暇内でも開催する場合がございますのでお間違いのないようご注意ください。

【トレーニング時にご準備いただくもの】
サッカーボール（幼児・小学生は4号球、中学生は5号球、大人は不要）、飲み物（水筒）、タオル、すねあて（レガース）、夏季（帽子など）、冬季
（手袋、ネックウォーマーなど）、スクールウェア（シャツ、パンツ、ストッキング）
※小学1年生以上でジャージ、ピステを着用する際は、グランパススクールで販売をしているものを着用してください。U6クラス以下はジャージ、ピス

テは任意購入となりますので、お持ちのものを着用いただいてかまいませんが、1年生になったときにご購入いただきます。

【トレーニング時のウェアについて】
本ガイドブック「16ページ」に掲載されている指定のスクールウェア（エンブレム付きのシャツなど）を各自でご購入いただき、スクール時に着用くだ
さい。なお、大人の方は任意となります。
※各種キャンペーンで配布させていただいたTシャツを着用し、スクールに参加し続けることはおやめ下さい。

【各自でご購入いただくもの】
上記に記載させていただいた、クラブ指定のスクールウェア（エンブレム付きのシャツなど） 、及びトレーニング時にご準備いただくものについては、
各自でご購入いただきご準備下さい。なお、大人の方については、スクールウェアの購入は任意となります。

【自己負担費用】
スクール活動やイベント参加に関わる交通費、及びトレーニング時に必要な個人用具については自己負担となります。

【トレーニング用シューズ】
スクール会場によって異なります。スパイクが使用できない会場もございますので、本ガイドブック「3ページ」をご確認いただきお間違えのないよう
ご来場ください。また、試合会場やイベントによっては、使用できるシューズが限られることがございます。その都度ご案内をさせていただきますので
ご協力お願いします。

【PiCRO（スクール生専用サイト）のご登録について】
新規入校に伴い、スクール生専用サイト「PiCRO」にご登録いただきます。PiCROでは、スクールや各種イベントの開催情報をはじめ、メッセージ機能
（スクール事務局やコーチからのご連絡）、会費のご確認、各種イベントでの写真購入など多くの機能がございます。入校後、お早めにご登録いただき
ますようお願いいたします。登録方法については別紙にてご案内させていただきます。

【年度内の転校（スクール会場変更）について】
本スクールでは、原則、年度内の転校（スクール会場変更）には対応いたしかねますので、予めご承知置き下さい。

【スクール中止時（雨天等）における振替対応】
雨天等でトレーニングの中止を当スクールが決定した場合、振替日を原則各学期最終週に設定しております。別紙の年間スケジュールにてご確認の上、
ご参加ください。なお、学期内に2回以上中止した場合も、振替日は学期内1日のみになります。ご了承ください。また、週1回コースの方で所属スクー
ル同クラスの他曜日への振り替えはできません。

【会場までの送迎】
各種スクール活動への送迎は、基本的に保護者の皆様による送迎、および公共の交通機関の利用を原則としております。送迎バスの運行や、コーチによ
る送迎はしておりませんので、各ご家庭にてご調整、ご確認の上、ご来場いただきますようお願いします。また、会場の駐車場での事故には、スクール
生ご本人及びご兄弟・姉妹ともに、十分お気をつけください。

【所属スクール・クラスについて】
ベーシッククラスの週2回コースで、1回ずつ異なるスクール会場に通う場合、いずれかが『メイン所属スクール』となります。（年度内にメイン所属ス
クールの変更はできません）また、メイン所属スクールを休会される場合、スクールマッチデーにはご参加いただけませんので、予めご了承下さい。
（前座交流ゲーム・キャンプ・各種セレクションはご参加いただけます。）

【各種セレクションの欠席対応について】
各種セレクションにおいて、次の理由で1次セレクションを欠席される場合、2次セレクションからの参加が可能となります。
学校行事・各種協会主催の公式戦・本スクール活動中の怪我・法定感染症など。また、場合によっては欠席理由を証明する書類をスクール事務局までご
提出いただきます。なお、セレクションによっては2次セレクションを行わず、1回のみの実施で合否を判断する場合もございますが、その場合、如何な
る理由であろうとも欠席された場合は不合格となります。

【交流ゲーム（試合）やイベント参加について】
通常のスクール活動以外に、土・日・祝日・長期休み等にイベントや交流ゲーム（試合）を開催することがございます。参加は任意となり、イベントに
よっては『参加費が発生』することもございます。内容やお申込み方法はその都度ご案内させていただきます。メイン所属スクールでのご案内となりま
すので、週2回コースで2つのスクールに通っている方は、メイン所属スクールでのご参加となります。なお、休会中の場合、ご参加いただけないイベン
トがございますので、あらかじめご了承ください。（前座交流ゲーム・キャンプ・各種セレクションはご参加いただけます。）

【週末のイベント（内容・回数・参加費）について】
上記でも記載している通り、土・日・祝日・長期休み等にスクールマッチデーや交流ゲーム（試合）、大会等を計画しております。
2022年度の開催回数に関しましては、下記の通り計画をしておりますので、参考までにご確認ください。
■ベーシッククラス U5：3回程度 / U6：4回程度 / U7・U8：5回程度 / U9：4回程度 /  U10-U12：3回程度を開催予定
■アドバンスクラス 3回程度を開催予定
■スーパークラス 3回程度を開催予定
※試合やイベントが荒天のため中止となった場合、順延や代替開催や基本的に行いませんので予めご了承ください。
※メイン所属スクールでのご案内となります。
※イベントによっては『参加費が発生』することもございますので、ご確認の上、ご参加ください。
※ストライカークラス・GKクラスについてはスクールマッチデーや交流ゲーム（試合）の開催はございません。

【保護者の皆様へのお願い】
■ ゴミは各自で持ち帰るようにしてください。
■ 駐車場については所定の場所を厳守し、違法駐車、路上駐車は絶対にしないでください。
■ 駐車場および周辺道路は非常に危険です。ボール遊びなどは絶対にしないでください。（特に兄弟姉妹）
■ トレーニング中は選手以外ピッチ（グラウンド）に入ることは出来ません。兄弟姉妹のピッチへの入場はご遠慮ください。
■ 選手への過度な声掛けはご遠慮下さい。応援と指示の違いを認識いただき、『子供たちの自ら考える力の育成』にご協力ください。
■ 保護者会・お茶当番等は、一切ございません。

※開催回数は目安となります。記載回数の実施を保証するものではございません。諸事情により計画の回数から変更される場合もございます
ので、予めご了承ください。なお、2022年度に関しては、新型コロナウイルスの影響により上記の通り、実施できない可能性がございます。
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地震発生時、地震情報およびJアラートの緊急情報発令時の対応

地震等が発生した場合、スクール生の安全を第一に考え、以下のように対応いたします。
保護者の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

１．南海トラフ地震に関連する情報（臨時）が発令した場合

臨時情報 解除されるまでスクール・行事等は中止

◇ 南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始
した場合、または調査を継続している場合

◇ 観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと
評価された場合

◇ 南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が相対的に高まった状態ではなくなったと評価された場合

上記の場合、政府は、「南海トラフ地震に関する情報（臨時）」を発令し、今後の備えに関する呼びかけを行う。

２．スクール・イベント中に情報発令、地震が発生した場合

情報発令

「緊急地震速報」「Jアラート」等が発表された場合は、直ちにスクール・
イベントは中止。帰宅可能なスクール生から帰宅。
※車で送迎されている方は、できるだけ早く迎えに来てください。
※遠方でのイベント等の場合は、バス、運転手の手配や道路事情により直ち
に帰宅できない場合もあります。

地震発生

グラウンドで待機して、その後、規模の大きさ・様子を見て帰宅可能なス
クール生から帰宅。屋内での活動中は駐車場等の広い場所へ移動・待機して、
その後様子を見て帰宅。
※特に海に近い会場などで緊急の場合は、状況により高い建物へ移動する場
合もあります。

３．いずれの場合も、PICRO（スクール情報サイト）のマイページに状況を可能な限り掲載

Jアラート
発令中

グラウンドで頭部を守り身をかがめて待機して、その後、Jアラートの発令
状況を確認し、帰宅可能なスクール生から帰宅。

22
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災害時の各会場避難場所一覧

※ 状況によっては避難場所が変わる場合がございます。
PICRO（スクール情報サイト）のマイページにてご確認下さい。

スクール 会 場 避難場所

みよし

旭グラウンド 旭グラウンド内

黒笹グラウンド 黒笹グラウンド内

三好公園陸上競技場 三好公園陸上競技場内

トヨタ自動車三好工場グラウンド トヨタ自動車三好工場グラウンド内

豊 田 トヨタ自動車三好工場グラウンド トヨタ自動車三好工場グラウンド内

瑞 穂

ブラザー工業荒崎グラウンド ブラザー工業荒崎グラウンド内

若宮フットサルパーク 裏門前公園（萬年寺隣接）

港 みなとアクルスUBフットサル場
みなとアクルスUBフットサル場駐車場

津波警報発令時：東港中学校

名古屋WEST 名古屋ウエストフットサルクラブ
名古屋ウエストフットサルクラブグラウンド内

津波警報発令時：蟹江中学校

名古屋北 フットサルカフェエリア フットサルカフェエリア駐車場

岡 崎 岡崎げんき館 岡崎げんき館駐車場

栄 新栄フットサルアリーナ スポルト名古屋駐車場（屋外：若宮通り沿い）

岡崎南 暮らしの学校スポーツスクエア 暮らしの学校第2駐車場

口論義 口論義運動公園 口論義運動公園駐車場

豊田土橋 豊田フットサルクラブ ルミナス 豊田フットサルクラブ ルミナス駐車場

トヨタスポーツ
センター

トヨタスポーツセンター トヨタスポーツセンター第2グラウンド（人工芝）

知多
オーシャンズフィールド

（屋外・人工芝）
オーシャンズフィールド駐車場

豊スタ 豊田スタジアム 豊田スタジアム東駐車場

23
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入校手続きの流れについて

24

① ウェブフォームより入校手続き

② スクールウェアの購入 ※大人の方は任意

入校手続きの流れについては下記をご確認ください。
なお入校時期やキャンペーンなどにより方法が変更になる場合がございます。
ご不明な点につきましてはスクール事務局までお問い合わせください。

入校にあたり、本スクールガイドブックの記載事項についてご確認のほどよろしくお願いいたします。
一連の入校手続きが完了いたしますと各種費用が発生いたしますのでご注意ください。

スクール事務局または担当コーチより連絡いたしますウェブフォームより入校に関するお手続きをお願いします。

上記①入校手続きが完了いたしましたら、スクールウェア購入のご案内をお送りいたします。
案内及び本スクールガイドブックP15-16 「スクールウェア（ミズノ）の購入方法」、
「スクールウェアデザイン/価格表」をご確認の上、お買い求めください。

※大人クラスについては任意となります。
※スクールウェアが到着するまではサッカーができる服装でのご参加で問題ございません。

③ スクール情報サイト（PiCRO/ピクロ）の認証コード送付

スクール生の皆様は「PiCRO/ピクロ」にてスクールの開催情報をはじめ、
イベント情報、会費請求のご案内などあらゆる情報を発信いたします。

利用開始にあたりに必要な「認証コード」を上記①の入校手続き完了後、
１週間程度を目処にメールにてお送りいたします。

④ クレジットカード情報の登録

上記③スクール情報サイト（PiCRO/ピクロ）の認証コードを受け取り、PiCRO/ピクロにログイン可能となりました
らクレジットカード情報の登録をお願いいたします。
クレジットカード情報の登録を持って一連の入校手続きが完了となります。

クレジットカード情報登録方法やスクール会費についてはP14「スクール会費の徴収方法/各種変更申請」をご確認
ください。

スクール情報サイト（PiCRO/ピクロ）の主な機能

スクール開催情報

■ 荒天時の場合、通常スクールの「２時間前」を目処に開催の可否を決定します。
中止の可能性や、変更点がある場合など、担当コーチより「メッセージ機能」にて
ご案内しますので、マイページからご確認ください。
欠席・遅刻の場合は、「出欠連絡」から担当コーチにご連絡お願いいたします。

コーチとの連絡
■ コーチ、スクール事務局からのお知らせ（メッセージ）が届きます。
スクール開催（変更･中止）、行事のご案内など。
コーチとのメッセージのやりとりもできます。

会費ご請求額の閲覧

■月会費・イベント参加費等毎月のご請求明細を確認できます。
毎月末に、翌月分のご請求額が確定しましたら、スクール事務局より「メッセー
ジ」にてご連絡いたします。「明細確認」より、月ごとのご請求内容の内訳・支払
状況がご確認いただけます。支払状況が「入金済」となりましたら、明細印刷がで
き、領収書としてご利用可能です。

写真の購入
■スクールイベント等で撮影されたお子様の写真を購入することができます。
販売開始の際は、該当の皆様に「メッセージ」にてお知らせします。
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※本ページを切り取り、又はコピーいただき、必要事項をご記入の上、スクール事務局までご提出下さい
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※本ページを切り取り、又はコピーいただき、必要事項をご記入の上、スクール事務局までご提出下さい
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※本ページを切り取り、又はコピーいただき、必要事項をご記入の上、スクール事務局までご提出下さい
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保護者の皆さまへ

○ プレーヤーズファースト

子どもが成長することが一番です。子どもの判断
を尊重してください。判断を奪うような指示は止
めましょう。

○ 指導に関してはコーチに相談

子どもの様子やサッカーに対して、気になる
ことがあればコーチに相談してください。

サッカーの準備など、自分でできることは、
自分でさせてあげましょう。

サッカーの成長は、トレーニングだけでなく、バランスの取れた食事と十分な睡眠、そして規則正しい生
活習慣が欠かせません。子どもたちがより楽しくサッカーができるように、身体づくりの手助けをしてあ
げてください。

成長のスピードには個人差があります。
個々の成長を温かく見守ってあげましょう。

大切なのは「勝敗」よりも「楽しむ」ことです。
結果だけをきいていると、勝敗に対するプレッ
シャーを与えてしまいます。

コーチは目先の勝利よりも、子どもたちを将来に
向けて大きく育てようとしています。
勝利にこだわりすぎると、結局はそのしわ寄せが
子どもたちにくることになってしまいます。

○ 自立への手助け

○ 身体づくりへの手助け

○ 成長を見守ってあげましょう

○ 何が楽しかったかきいてあげましょう

○ クラブ・コーチの考え方

グラウンド上は子どもとコーチの時間です

28
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2021年度からの変更点一覧

変更点 2021年度 2022年度

春日井スクール 開催 閉校

■知多スクール
■豊スタスクール

― 新規開校

■トヨタスポーツセンタースクール
「ベーシッククラスU15」

■名古屋WESTスクール
「アドバンスクラスU8」

― 新規開設

みよしスクール
「スーパークラスU8」クラス名称

「スーパークラスU8」
「アドバンスクラスU8」に

名称変更

名古屋WESTスクール
「ベーシッククラスU6」活動曜日

月・金 金

名古屋WESTスクール
「ベーシッククラスU8」活動曜日

月・金・土 月・土

トヨタスポーツセンタースクール
「ゴールキーパークラスU10・U12」

U10クラスとU12クラス
を個別に実施

U10クラスとU12クラスを合同で実施
（実施時間 18：00～19:00）

ベーシッククラスU10活動時間 80分 70分

入校書類 紙で提出 メール・申込フォーム等の対応に変更
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名古屋グランパスサッカースクール
旭クラブハウス（スクール事務局）
〒470-0203 愛知県みよし市三好丘旭5-1-3
TEL: 0561-36-4455 FAX: 0561-36-4456
Email: school@nagoya-grampus-eight.co.jp

新型コロナウイルス感染予防対策ご協力のお願い

■スクール活動時にクラブ指定の健康チェックシートをご提出下さい。
■検温を日常的に行い、体調の維持、管理をお願いいたします。
■プレー時以外（各会場への移動時など）のマスク着用をお願いします。
※感染状況に伴い、プレー中のマスク着用をお願いする場合もございます

■うがい用の水（500ml程度）をスクール活動時にご持参下さい。
■感染状況に伴い、感染予防対策も変更となる可能性がございます。

柔軟なご対応をお願いいたします。また、スクール活動においても変更、
中止となる場合がございます。その際は都度、ご案内させていただきます。

皆で協力して新型コロナウイルスを乗り越え、サッカーを心か
ら楽しめる環境を取り戻しましょう！宜しくお願い致します！

mailto:school@nagoya-grampus-eight.co.jp

