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≪クラブ活動一覧≫※全て税込価格で表記しております。 URL⇒http://www.buddy-sports.co.jp/club_school

クラブ一覧 バディクラブ バディクラブ バディクラブ バディクラブ バディクラブ バディクラブ バディクラブ バディクラブ バディクラブ バディクラブ バディクラブ バディクラブ

●セミジュニア（年少々） 火⇒15:00-15:50 ／ 月⇒15:00-15:50 水⇒16:00⇒16:50 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

●ジュニア（年少） 月⇒15:00-15:50 火⇒16:00-16:50 月⇒16:00-16:50 月・火・水⇒16:00-16:50 火・金⇒15:00-15:50 水・金⇒15:00-15:50 木⇒16:00-16:50 ／ 月⇒15:00-15:50 火⇒16:00-16:50 木⇒15:00-15:50 月⇒15:00-15:50
水⇒16:00-16:50 水⇒15:00-15:50 火⇒15:00-15:50 月⇒16:00-16:50 金⇒15:00-15:50 金⇒16:00-16:50

日⇒10:00-10:50 水⇒15:00-15:50
●ミドル（年中） 火⇒16:00-16:50 火・金⇒15:00-15:50 木・金⇒16:00-16:50 月・火・水・木⇒15:00-15:50 月・水・木⇒15:00-15:50 月・火・木⇒15:00-15:50 月⇒15:00-15:50 ／ 金⇒15:00～15:50(ミドルシニア) 火⇒15:00-15:50 木⇒16:00-16:50 月⇒16:00-16:50

金⇒15:00-15:50 水⇒16:00-16:50 水⇒15:00-15:50 木⇒16:00-16:50 月・火・木・金⇒16:00-16:50 水⇒16:00-16:50 金⇒16:00～16:50(ジュニア) 金⇒16:00-16:50 金⇒15:00-15:50
日⇒9:00-9:50 土・日⇒9:00-9:50 土⇒10：00-10：50 土⇒10:40-11:30
日⇒10:00-10:50 土⇒12:30-13:20

●シニア（年長） 水⇒15:00-15:50 火・金⇒15:00-15:50 火⇒16:00-16:50 月・火・水・木⇒15:00-15:50 月・水・木⇒15:00-15:50 火・木⇒15:00-15:50 月⇒15:00-15:50 ／ 火⇒15:00-15:50 木⇒16:00-16:50 月⇒16:00-16:50
月⇒16:00-16:50 水⇒16:00-16:50 木・金⇒15:00-15:50 木⇒16:00-16:50 月・火・木・金⇒16:00-16:50 水⇒16:00-16:50 金⇒16:00-16:50 金⇒15:00-15:50

日⇒9:00-9:50 土・日⇒9:00-9:50 土⇒10：00-10：50
日⇒11:00-11:50

●小学生 【1年生江東】 (活動場所→江東・有明） 【一般クラス】 【低学年】 【全学年共通】 【全学年共通】 【オレンジボールクラス】 【全学年共通】 【全学年共通】 【1・2・3年生】 【全学年共通】 【全学年共通】 【全学年共通】
水⇒16:30-18:00(江東コート) 火・水・金⇒17:00-18:00 月⇒17:00-18:30　※行きバス有　帰り各自送迎 月・火・水・木⇒17:00-18:00 月・火・水・木・金⇒16:30-18:00 火・木・金⇒17:00-18:00 月⇒16:30-18:00 5月～11月 月⇒17:00-18:30 火・金→17:00～18:00 木→17:00～18:00 月・金→17:00～18:00
土⇒7:00-10:00(有明コート) 土⇒9:00-9:50※送迎なし 火⇒17:00-18:30　※行きバス有　帰り各自送迎 　　           　※４～６年　18:30まで 水⇒16:30-17:30 不定期土日　月2回程度 水⇒16:00-17:30 ※送迎あり 　　　　　　　※４～６年　18:30まで 　　　　　　　　※４～６年　18:30まで 　　　　　　　　※４～６年　18:30まで
日⇒7:00-10:00(江東コート) 【選手育成クラス】※最低3ｺﾏ選択 水⇒16:30-18:00 土⇒14:00-16:00　 土⇒9:00-10:00 都内近郊の公園 金⇒17:00-18:30
【1年生有明】 水・金⇒18:00-20:00 木⇒17:00-18:30　※行きバス有　帰り各自送迎 　　　　　　　※４～６年　16:30まで オフトレーニング 土⇒09:00-10:30
金⇒16:30-18:00(有明コート) 土・日⇒13:00-17:00 金⇒17:00-18:30　※行きバス有　帰り各自送迎 　　　　　　　※土は週2回の料金となります。 【グリーンボールクラス】 ※陸上、インラインスケート 土⇒13:30-15:00
土⇒7:00-10:00(有明コート) 土・日⇒7:10-10:00 火・木・金⇒18:00-19:00
日⇒7:00-10:00(江東コート) 【高学年】 12月～3月 【4年生～中学３年生】
【2年生江東】 月⇒17:00-18:50 【イエローボールクラス】 土日、冬休み・春休み等 月⇒18:40-20:10
水⇒16:30-18:00(江東コート) 火⇒17:00-18:50 月⇒17:00-18:30 雪上トレーニング 水⇒17:40-19:10
土⇒7:00-10:00(有明コート) 金⇒17:00-18:50 水⇒17:30-19:00 金⇒18:40-20:10
日⇒7:00-10:00(江東コート) 土・日⇒7:10-10:00 土⇒15:10-16:40
【2年生有明】
金⇒16:30-18:00(有明コート) 【高校生以上】
土⇒7:00-10:00(有明コート) 月⇒18:40-20:10
日⇒7:00-10:00(江東コート) 水⇒17:40-19:10
【3年生】 土⇒17:00-18:30
水⇒16:30-18:00（江東コート）
土⇒7:00-10:00(有明コート)
日⇒7:00-10:00(江東コート)
【4年生】
水⇒16:30-18:00（有明コート）
土⇒7:00-10:00(江東コート)
日⇒7:00-10:00(有明コート)
【5・6年生】
水⇒16:30-18:00（有明コート）
土⇒7:00-10:00(江東コート)
日⇒7:00-10:00(有明コート)

●送迎バス 【1・２・３年生】 【1・２・３年生】　 【1・２・３年生】 【1・２・３年生】 【1・２・３年生】 【高学年】 【1・２・３年生】 バスなし 【1・２・３年生】 【1・２・３年生】 【1・２・３年生】 【1・２・３年生】
＊小学生以上対象 B・Cエリア B・Cエリア B・Cエリア B・Cエリア B・Cエリア シャトルバス B・Cエリア 新宿駅・東京駅 B・Cエリア B・Cエリア B・Cエリア B・Cエリア

①お台場海浜公園駅 各自集合解散 シャトルバス
②豊洲駅 ①お台場海浜公園駅

②豊洲駅
●料金（税込） 幼児 幼児 幼児 幼児 幼児 幼児 幼児 小学生：\8,800 幼児: 幼児 幼児：\7,700 幼児
Aコース⇒バス利用あり 週1回→\7,700 週1回→\7,700 週1回→\7,700 週1回→\7,700 週1回→\7,700 週１回→\ 8,800 週1回→￥8,800 ※雪上トレーニングの 週１回：￥10,000 週1回→\7,700 週1回→\7,700
Bコース⇒バス利用なし 週2回→\10,450 週2回→\10,450 週2回→\10,450 週2回→\10,450 週2回→\10,450 週２回→\12,100 週2回→￥11,550 指導料を4月より積み立てにて 週２回：￥16,000 週2回→\10,450 週2回→\10,450

小学生 週3回→\13,200 週３回→\13,200 週３回→\13,200 徴収になります、 週３回：￥21,000
週3回コース 小学生一般 以降１回増加につき￥2,750 以降１回増加につき￥2,750 小学生一般 小学生 小学生 小学生 小学生
Aｺｰｽ→\14,850 週１回Aｺｰｽ→\9,350 小学生 週１回→\ 9,900 週１回Aｺｰｽ→\10,450 ※交通費・リフト代・宿泊代 小学生 週１回Aｺｰｽ→\9,350 週1回Aｺｰｽ→￥9,350 週１回Aｺｰｽ→\9,350
Bｺｰｽ→\13,200 週１回Bｺｰｽ→\7,700 週１回Aｺｰｽ→\9.350 小学生 小学生 週２回→\13,200 週１回Bｺｰｽ→\8,800 などは、実費精算 週１回Aｺｰｽ→￥13,650 週１回Bｺｰｽ→\7,700 週1回Bｺｰｽ→￥7,700 週１回Bｺｰｽ→\7,700

週2回Aｺｰｽ→\1２,100 週１回Bｺｰｽ→\7,700 週１回Aｺｰｽ→\9,350 週１回Aｺｰｽ→\9,350 週１回Bｺｰｽ→￥12,000 週2回Aｺｰｽ→\13,200 週2回Aｺｰｽ→\13,200
週2回コース（1・2年生のみ） 週2回Bｺｰｽ→\10,450 週2回Aｺｰｽ→\12,100 週１回Bｺｰｽ→\7,700 週１回Bｺｰｽ→\7,700 小学生イエローボール 週２回Bｺｰｽ→￥18,000 週2回Bｺｰｽ→\10,450 週2回Bｺｰｽ→\10,450
Aｺｰｽ→\12,100 ※以降１コマ追加につき￥2,750ずつ増加 週2回Bｺｰｽ→\10,450 週2回Aｺｰｽ→\12,100 週2回Aｺｰｽ→\13,200 週１回→\13,200 週３回Bｺｰｽ→￥24,000
Bｺｰｽ→\10,450 小学生育成 週3回Aｺｰｽ→\14,850 週2回Bｺｰｽ→\10,450 週2回Bｺｰｽ→\10,450 週２回→\16,500
グラウンド使用料 3ｺﾏBｺｰｽ→\13,200 週3回Bｺｰｽ→\13,200 週3回Aｺｰｽ→\14,850 週3回Aｺｰｽ→\14,850
週１回→\1,100 4ｺﾏBｺｰｽ→\15,950　※以降\2,750ずつ増加 ※以降\2,750ずつ増加 週3回Bｺｰｽ→\13,200 週3回Bｺｰｽ→\13,200
週２回→\1,650 以降１回増加につき￥2,750 以降１回増加につき￥2,750
週３回→\2,200

その他（税込） 運営費：\6,600（月額550円）　 運営費：\6,600（月額550円）　 運営費：\6,600（月額550円）　 運営費：\6,600（月額550円）　 年間用具費：\3,300（月額275円）　 運営費：\6,600（月額550円）　 運営費：\6,600（月額550円）　 登録費　￥9,900 運営費：\6,600（月額550円）　 運営費：\6,600（月額550円）　 運営費：\6,600（月額550円）　 運営費：\6,600（月額550円）　
小学生、短期強化合宿費　\30,800　※年2回分 大会準備費\１,100（初回のみ） トレーニング費　※￥1,650（1日）

　

≪スクール活動一覧≫※全て税込価格で表記しております。

スクール一覧 バディスクール バディスクール バディスクール バディスクール バディスクール バディスクール バディスクール バディスクール バディスクール
EL　PIBEサッカースクール 体操アクロバットスクール

（丸山祐市監修バディOB） （Brother体操）
●セミジュニア（年少々） ／ ／ ／ 金⇒15:00-15:50 ／ ／ ／ ／ ／

●ジュニア（年少） 火⇒15:00-15:50 ／ 木⇒16:00-16:50 金⇒15:00-15:50 木⇒15:00-15:50 月・火・水・金⇒15:00-16:30 ／ ／ 月⇒16:00-16:50
木⇒15:00-15:50 土⇒10:00-12:00 木⇒15:00-15:50

●ミドル（年中） 火⇒15:00-15:50 月・金⇒15:00-15:50 木⇒16:00-16:50 金⇒16:00-16:50 木⇒16:00-16:50 月・火・水・金⇒15:00-16:30 ／ ／ 月⇒15:00-15:50
木⇒15:00-15:50 土⇒10:00-12:00 木⇒16:00-16:50

●シニア（年長） 火⇒16:00-16:50 月・金⇒15:00-15:50 木⇒16:00-16:50 金⇒16:00-16:50 木⇒16:00-16:50 月・火・水・金⇒15:00-16:30 ／ 火⇒17:30-18：30 月⇒15:00-15:50
木⇒16:00-16:50 土⇒10:00-12:00 木⇒16:00-16:50

●小学生 【1・2・３年】 【低学年（1～3年）】 【全学年共通】 【全学年共通】 ／ 月・火・水・金⇒16:40-18:40 小学生 【小学生低学年（初心者】 【小学生一般コース】
火・木⇒17:00-18:20 月・金⇒16:30-17:50 木⇒17:00-18:00 金⇒17:00-18:00 土⇒10:00-12:00 水⇒18:00-19:30（４～6年生） 火⇒17:30～18:30 月・木⇒17:00～18:00

【4・５・６年】 【高学年（4～6年）】 【小学生高学年(経験者)】 【小学生アクロバットコース】
火・木⇒18:40-20:00 月・金⇒18:00-19:20 中学生 火⇒18:00～19:00 月・木⇒18:00～19:00

水⇒19:30-21:00（中1～３）
【小学生～大人アクロバットコース】
月・木⇒19:00～20:00
月・木⇒20:00～21:00

●送迎バス シャトルバス シャトルバス シャトルバス シャトルバス バスなし バスなし バスなし シャトルバス シャトルバス
＊小学生以上対象 ①お台場海浜公園駅 ①お台場海浜公園駅 ①お台場海浜公園駅 ①お台場海浜公園駅 各自集合解散 各自集合解散 各自集合解散 ①お台場海浜公園駅 ①お台場海浜公園駅

②豊洲駅 ②豊洲駅 ②豊洲駅 ②豊洲駅 ②豊洲駅 ②豊洲駅

●料金（税込） 幼児：週１\8,800　週２\13,200 幼児 幼児：\7,700 幼児：\7,700 幼児：￥11.000 幼児 小学生・中学生:￥11,000 小学生：￥7,700 週１回：￥9,900
週１回→\ 7,700 小学生：\8,800 小学生：\7,700 週１回：￥8,000 週２回：￥15,400

小学生 週２回→\12,100 通い放題：￥12,000
週１\9,900
週２\14,850 小学生 小学生

週１回→\ 9,900 週１回：￥10,000
週２回→\15,400 通い放題：￥16,000

ラグビー ダンススキー

ラクロススクール

ボルダリング バドミントン柔道

英語フラッグフットボール

テニス

レスリング

野球

バスケットボールスクール

バスケットボール

ハンドボール

陸上競技

フラッグフットボールFUNAJUKU　

器械体操バディ申込

バディ申込

サッカー

●バディ『クラブ・スクール』の違い

クラブ：通常の練習とは別に、合宿や大会への参加、選手・チーム登録等を行い、個人のレベルアップ及びチームの一員
として活動します。送迎バス→利用できます。

スクール：個のスキルアップを目的とし活動します。合宿や大会への参加、選手・チーム登録等は行いません。
送迎バス→利用できません。

●費用・月謝などについて

①入会金：¥11,000-（税込）。入会される際に、一律でご請求。
②年会金：¥13,200-（税込）。年度の途中での入会の場合は、1か月分¥1,100とし、3月までの
残りの月数×¥1,100を請求します。
初回以外は、毎年3月末に翌年分を請求。
＊上記①・②は、複数クラブ入会の場合、１種目分のみの請求となります。
③バディスポーツ幼児園の在園児・卒園児は、入会金は免除となります。在園児の年会金は、一律¥2,200-
（税込）のご請求が御座います。
④運営費・大会準備費・年間用具費・クラブユニフォーム費…等は、対象のクラブ・スクールにより異なりま
す。
⑤短期合宿・強化合宿・特別練習・大会出場…等、詳細や費用は、その都度ご連絡致します。
⑥月謝には、AｺｰｽBｺｰｽがあり、【Aｺｰｽ⇒バス利用あり、Bｺｰｽ⇒バス利用なし】の費用となります。


