2019年

３月

新着情報！

毎月20日ごろにお知らせします。

お申し込み・お問合せは
神戸店078-360-4343

神戸ＴＴスタジオ卓球教室・練習会スケジュール表
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テーマ別講習会

＊DANリーグ

神戸卓球クラブ

神戸卓球クラブ

レディース練習会

日
＊テーマ別講習会
＊DANリーグ

神戸卓球クラブ

勝つための多球練習会

＊勝つための多球
練習会

ティバー練習会

＊DANリーグは別紙参照

お知らせ！★月曜日18：30～20：30期間限定の初級者卓球教室がスタート！（裏面）★メンズダブルスリーグがスタート！（裏面）
下之段 志保の

下之段 志保の

日曜日

金曜日
毎週金曜日に必ず役に立つ！「テーマ別講習会」を開催いたします。気になるテー
マは是非チェックしてください。毎月20日ごろに翌月のテーマを発表いたします。
ＴＴＳタカハシ店頭及びＨＰをご覧ください！

テーマ：目からウロコ！打たれないツッツキ ～ストップ～
ツッツキが浮いてしまい打たれてしまう…。でも大丈夫！打たれ
ないツッツキをしっかりご説明します！
日時：３月 8日（金）14：00～16：00

テーマ：法則教えます！超簡単レシーブ

～ナックル、ロングサーブの取り方～

レシーブに悩んでいませんか？ この法則さえわかればレシーブ
なんて超簡単！「色々なサーブの取り方」を教えます！
日時：３月15日（金）14：00～16：00

テーマ：一撃必殺！スマッシュの打ち方

～フォアの上回転・下回転のスマッシュ～

スマッシュが苦手な方！ この打ち方さえわかればスマッシュな
んて超簡単！「回転するボールの打ち方」を教えます！
日時：３月22日（金）14：00～16：00

テーマ：打たれても安心！鉄壁ブロック

～フォアとバックの基本的なブロック～

どうしてもブロックが苦手な方…。安心してください！打たれて
も恐くない返し方教えます！
日時：３月 29日（金）14：00～16：00
定員12名（先着順） 受講料お一人様2,000円
お申し込みは神戸店まで。078-360-4343

下之段 志保の

金曜日
それぞれの課題に応じて多球練習で苦手な技術を徹底して指導い
たします！たくさんの球を打って、しっかり体で覚えましょう！
３月 1日（金） 16：30～18：00 定員８名
３月 8日（金） 16：30～18：00 定員８名
３月15日（金） 16：30～18：00 定員８名
３月22日（金） 16：30～18：00 定員８名
３月29日（金） 16：30～18：00 定員８名
・都合によりお休みする場合もあります。
・参加人数が２名以下の場合は、受講時間は１時間となります。
受講料：お１人様１回2,000円（卓球場使用料込み）

今までにない画期的な指導方法が遂に実現！
試合は真剣勝負！
試合中にあなたの弱点を完全チェックします！
午後からその弱点を「徹底指導」します！
主催・講師：下之段志保
協賛：日本卓球株式会社・株式会社TTSタカハシ
日時・会場：平成31年３月24日（日）
神戸TTスタジオ
09：30～受付（組み合わせ抽選）時間厳守
10：00～12：00 試合開始（DANリーグ）
12：00～13：00 昼食（各自でご用意ください）
13：00～15：00 弱点徹底指導
種目：シングルス戦（男女混合）
11点5セットマッチ（3セット先取）
参加資格：社会人対象（男女どなた様でもご参加いただけます）
定員：１５名
参加料金：お一人様5,000円（試合・指導・卓球場使用料込）
申込締切：定員になり次第締切します。
＊お申し込み後のキャンセルは、キャンセル料をいただく場合があります。

申込方法：メール又はLINEにてお申し込みください。
E-mail : danshiho0831@docomo.ne.jp
LINE ID : shihoshimonodan
ＴＥＬ : 080-8539-0422
受講日・氏名・性別・電話番号をお知らせください。

好きな日を選択できる卓球教室！

なかなか上手にならない・・・試合に勝てない・・・
少しアドバイスしてもらえれば・・・そんな方に！
水曜日

お申し込みは神戸店まで。078-360-4343
金曜日

月木曜

マンツーマンレッスンは上達の近道です！
１時間みっちりご指導いたします！！

下之段コーチ
3月11日（月）
3月11日（月）
3月25日（月）
3月28日（木）
3月28日（木）

10：30～11：30
13：30～14：30
16：15～17：15
11：15～12：15
14：00～15：00

受講料：１回１時間5,000円

下之段コーチのお申し込みのみ、
こちらにお申し込みください。
ＴＥＬ 080-8539-0422
E-mail
danshiho0831@docomo.ne.jp
LINE ID shihoshimonodan

神戸卓球クラブ主催
の卓球教室です！

3月6・13・20・27

3月1・8・15・22・29

①10：00～11：30

定員４名

②11：45～13：15

定員４名

①10：00～11：30

定員４名

②11：45～13：15

定員４名

入会金なし。曜日・時間・回数ともにご自由にお選びいただけます。
受講料：お一人様１回1,500円（税込）＊お支払いは当日
＊神戸卓球クラブの非会員の方でも受講できます。

お申し込みは神戸店まで。078-360-4343
＊レッスン中、練習中の事故などにつきましては一切責任を負え
ませんのでご了承ください。

TTSタカハシHPでもご覧いただけます。
http://www.tts-takahashi.com

TTSタカハシ

期間限定！特別教室（３～５月）

夜の初級者教室

月曜日

18：30～20：30

卓球が全く初めての方！初めてに近い方！集まれ～！
卓球を楽しみたい方！健康のために始めたい方！上達して試
合に出てみたい方！など仕事帰りにぜひご参加ください。
日 時：毎週月曜日 18：30～20：30
場 所：神戸ＴＴスタジオ
定 員：８名
参加料：お一人様1,５00円（税込）
講 師：中安直美
受 付：店頭又はお電話でお申し込みください。
（平日10：00～14：00のみ受付）
神戸店：078-360-4343
＊必ず運動のできる服装と、シューズをご持参ください。
一人でも参加できる練習会です！
火曜日
「練習相手や練習場所がなかなか見つからない方 」
「もっと練習したい方！」是非お気軽にご参加ください！

初級者練習会

15：00～18：00

卓球が全く初めての方！初めてに近い方！の練習会です！
参加者同士で練習をしていただきますが、スタッフによるワンポイ
ントアドバイスも受けられます！「もっと練習して上達したい！」
「卓球教室に入会する前に少し学んでおきたい！」という方は、
是非ご参加ください！（男女年齢不問）

日 時：毎週火曜日 15：00～18：00
場 所：神戸ＴＴスタジオ
参加料：お一人様1,000円（税込）
担 当：井上嘉美
受 付：店頭又はお電話でお申し込みください。
神戸店：078-360-4343
（平日10：00～14：00のみ受付）

レディース練習会

水曜日

15：00～18：00

日 時：毎週水曜日 15：00～18：00
場 所：神戸ＴＴスタジオ
参加料：お一人様800円（税込）
担 当：井上嘉美
受 付：店頭又はお電話でお申し込みください。
（平日10：00～14：00のみ受付）
神戸店：078-360-4343
＊必ず運動のできる服装と、シューズをご持参ください。
3/19は
お休みします。

卓球メーカー「ティバー」さんの練習会です！内容は木曜日のＭＴ
Ｃとほとんど同じ練習会です。ティバーの用具も試打できますよ！
場所：神戸ＴＴスタジオ
参加料：お一人様800円（税込）
参加・お問い合わせは、下記専用アドレスまで、参加日・お名前・
年齢を明記の上お申し込みください。
friday@tibhar.jp
＊受付完了メールは送信しませんので、直接会場へお越しくださ
い。

第１回は2/27で終了！第２回は3/6～5/29で開催！
水曜日
★短期決戦！3ヶ月で決着！
神戸も「エレベーターゲーム」がアツい！
勝てば昇格、負ければ降格のエレベーターゲーム！
１セットマッチでどんどん試合をして楽しみましょう！！

エレベーターゲーム 18：30～21：00
日時：毎週水曜日（祝日はお休み）
18：30～21：00
18：30～19：00練習 19：00～20：30ＥＶゲーム
20：30～21：00指名試合（フリー）

場所：神戸ＴＴスタジオ（６台）
（神戸店から徒歩３分・別紙参照）
参加料：お一人様800円（税込）
直接会場へお越しください。
＊途中参加や途中退出もＯＫ！
＊練習中の事故などにつきましては、一切責任を負え
ませんのでご了承ください。
ゲームの結果で更にポイントが加算されます。最終的に一番上のコート

レディース限定の練習会です。参加者同士で練習するため、お一人
でご参加いただけます。「試合前で練習がしたい！」「急に卓球が
したくなった！」方など、是非ご参加ください！

新たにスタート！

金曜日
18：30～20：30

ルールは参加されると自動的に１Ｐが加算され、20時30分からのラスト

＊必ず運動のできる服装と、シューズをご持参ください。
中～上級者向き

ティバー練習会

火・木曜日

★ＭＴＣが新たに火曜日も開催決定！
参加者同士で一緒にワイワイガヤガヤ卓球を楽しむ練習会です！

18：15～20：15

火・木曜卓球クラブ（ＭＴＣ）
日時：毎週火木曜日（祝日はお休み） 18：15～20：15
場所：神戸ＴＴスタジオ（６台）
参加料：お一人様800円（税込）
参加・お問い合わせは、下記専用アドレスまで、参加日・
お名前・お電話番号を明記の上お申し込みください。
mtc@tts-takahashi.com
＊受付完了のメールは送信しませんので、直接会場へお越
しください。
＊当練習会では、スタッフによる指導は行いませんでご了
承ください。
＊練習中の事故などにつきましては、一切責任を負えませ
んのでご了承ください。

（１コート）に残った方は３Ｐ、２番目の台に残った方は２Ｐとなり、
また女性だけでの最上位者にもそれぞれ３Ｐ、２Ｐが加算されます。

第１回エレベーターゲーム（12/5～2/27）
第２回エレベーターゲーム（3/6～5/29）

３ヶ月間のポイント合計上位者には豪華賞品を進呈！
優勝：お好みのラバー２枚
２～３位 お好みのラバー１枚
４～６位 公認卓球Ｔシャツ
７～10位 卓球ソックス
垂水ＴＴスタジオでは月・土の週２回、16台を使用し
てのエレベーターゲームを行っております！毎回50名
前後の参加者で盛り上がっております。
★垂水のエレベーターゲームは垂水イベント情報をご覧ください。

★毎月、第１、第４金曜日は
「レディースダブルスリーグ」を開催！

金曜日

どなた様でもご参加いただけます！Ａ・Ｂ級と２クラス
に分かれて行います。３月からは第４週目のみメンズ
リーグも開催！
場
所：メトロ卓球場
種
目：レディースダブルス戦（第４週メンズリーグ）
競技方法：予選リーグを行い１位のみ決勝
トーナメントへ。
参 加 料 ：お一人様1,000円（参加Ｐあり）
申 込 先 ：神戸店もしくはお電話で！
締
切：Ａ級16組 Ｂ級16組（先着順）
神戸店：078-360-4343

メトロ卓球場

