
コンサドーレサッカースクールは、

ホームタウンである北海道内の９市町村で開催しており、全道で1,000名を超える子
ども達がコンサドーレファミリーとしてサッカーを楽しんでいます。

北海道初のプロサッカークラブであるコンサドーレが未就学児童から小学生までを

対象に「スポーツの面白さ・サッカーの楽しさ・心震えるサッカー体験」を提供し

ています。

サッカーを通して、

「自ら考え、行動する」自立心を育み、「挨拶・コミュニケーション・規律・仲間

との協力」など、ソーシャルスキルの育成を目指しています。

生涯にわたって、「スポーツ・サッカー・コンサドーレ」を

愛するコンサドーレファミリーの輪を広げます。
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大志

努力

真摯

敬意

協力

スクール理念

コンサドーレサッカースクールは北海道内の⼦ども達に「⼤志・努⼒・真摯・敬意・協⼒」を
伝え、⾃⽴⼼とソーシャルスキルを育みます。
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コンサドーレサッカースクールは北海道内9市町村で開催しています。
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スクール会場一覧

札幌

岩⾒沢

室蘭

恵庭

旭川 ⼠別

中標津

根室

釧路

スクール(校) 会場 時期 所在地 活動場所 施設 対象学年

１ 札幌

東雁来
夏期

札幌市東区
北海道コンサドーレ札幌東雁来グラウンド 屋外

年中-⼩学6年⽣
冬期 札幌サッカーアミューズメントパーク 屋内

イーワン 通年 札幌市⽩⽯区 サッポロ・イーワンスタジアム 屋内 年中-⼩学6年⽣

ばんけい
夏期 札幌市中央区 ばんけいサッカー場 屋外

年中-⼩学6年⽣
冬期 札幌市南区 ロコエスタディオ 屋内

ほのか 通年 札幌市⼿稲区 ほのかアリーナ 屋内 年中-⼩学4年⽣
SAL 通年 札幌市東区 スポーツアリーナ SAL 屋内 年中-⼩学6年⽣

２ 恵庭 通年 恵庭市福住町 福住屋内運動広場 屋内 年中-⼩学6年⽣

３ 岩⾒沢
夏期 岩⾒沢市緑が丘 北海道教育⼤学岩⾒沢校⼈⼯芝サッカー場 屋外

年中-⼩学4年⽣
冬期 岩⾒沢市栗沢町 岩⾒沢市栗沢B＆G海洋センターアリーナ 屋内

４ 旭川

あつま-る 冬期 旭川市末広東 旭川市末広地域活動センターあつま-る 屋内

年中-⼩学4年⽣
グリーンヒル 通年 旭川市緑ヶ丘東 グリーンヒルスポーツクラブ 屋内

東川
夏期 上川郡東川町⻄ 東川ゆめ公園サッカー場 屋外
冬期 上川郡東川町北町 東川町B＆G海洋センター 屋内

５ ⼠別 夏期 ⼠別市東⼭町 天塩川サッカー場 屋外 年中-⼩学2年⽣

６ 室蘭
夏期 室蘭市⼊江町 室蘭市⼊江運動公園芝⽣広場・多⽬的運動広場 屋外 年中-⼩学6年⽣
冬期 室蘭市宮の森町 室蘭市⽴宮の森体育館 屋内 年中-⼩学3年⽣

７ 釧路
釧路町

夏期 釧路町別保原野南 釧路町運動公園 多⽬的広場 屋外
年中-⼩学6年⽣冬期 釧路町⽊場 釧路町コミュニティセンター 屋内

柏⽊ 通年 釧路市柏⽊町 旧柏⽊⼩学校 体育館 屋内
ひぶな 通年 釧路市柏⽊町 ひぶな幼稚園屋内施設 屋内 年中-年⻑

８ 中標津
夏期 中標津町緑ヶ丘 中標津町運動公園 屋外

年中-⼩学2年⽣
冬期 中標津町丸⼭ 中標津町総合体育館 屋内

９ 根室 夏期 根室市⻄浜町 根室総合運動公園 サッカー場 屋外 ⼩学1年-4年⽣
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スクールクラス紹介

コンサドーレサッカースクールでは、「スタンダード」「アドバンス」の2クラスを開催してお
り、お⼦さまの⽬的に応じやすいクラス構成となっています。

※各校・会場によって開催していないクラスがありますので、予めご了承ください。

スタンダードクラス

サッカーを楽しみながら上達しよう！

対象 年中-⼩学6年⽣

時間 60分

開催会場 全校

アドバンスクラス

サッカーの楽しさと、技術・戦術を学ぼう！

対象 ⼩学1年-6年⽣

時間 70分

開催会場 札幌校イーワン会場

（U5/6：50分）
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札幌校東雁来会場（冬期：SSAP会場）

スタンダードクラス

サッカーを楽しみながら上達しよう！

対象

U5/6 年中-年⻑

U7/8 ⼩学1年-2年⽣

U7/8/9 ⼩学1年-3年⽣

U9/10 ⼩学3年-4年⽣

U10/11/12 ⼩学4年-6年⽣

年間回数 36回

■開催クラス ■活動場所

会場

夏
期

北海道コンサドーレ札幌
東雁来グラウンド

札幌市東区東雁来11条3丁⽬3-1
2021年4⽉-2021年10⽉

冬
期

札幌サッカー
アミューズメントパーク

札幌市東区東雁来12条3丁⽬1-1

2021年11⽉-2022年3⽉

■備考

・夏期冬期問わず、屋外運動靴でお越しください。
・コート保護のため、スポーツドリンク等の⽔以外
の持ち込みは禁⽌といたします。

・無料駐⾞場がご利⽤いただけます。

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇

クラス U5/6 U5/6 U5/6 U5/6

時間
夏期)15:30-16:20 15:30-16:20 15:30-16:20 15:30-16:20
冬期)15:20-16:10

クラス U7/8/9 U7/8/9 U10/11/12
U7/8

U9/10

時間
夏期)16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30
冬期)16:20-17:20

クラス U10/11/12

時間 17:40-18:40

■クラス表 ※各クラス、対象学年以外の受け⼊れは⾏っておりません。

※冬期の⽉曜⽇開催クラスは、開催時間が変わります。

※⽉曜⽇のスタンダードクラスU10/11/12は夏期限定となっております。

夏

期

限

定
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札幌校イーワン会場

アドバンスクラス
サッカーの楽しさと、技術・戦術を学ぼう！

対象

U7/8A ⼩学1年-2年⽣

U9/10A ⼩学3年-4年⽣

U11/12A ⼩学5年-6年⽣

年間回数 36回

■開催クラス ■活動場所

■備考

・夏期冬期問わず、屋内運動靴でお越しください。
・コート保護のため、スポーツドリンク等の⽔以外
の持ち込みは禁⽌といたします。

・無料駐⾞場がご利⽤いただけます。

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇

クラス U5/6 U5/6 U5/6 U5/6

時間 15:30-16:20 15:30-16:20 15:30-16:20 9:30-10:20

クラス U9/10A U7/8/9 U7/8 U7/8/9 U7/8A

時間 16:30-17:40 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30 10:30-11:40

クラス U11/12A U10/11/12 U9/10 U10/11/12

時間 17:50-19:00 17:40-18:40 17:40-18:40 17:40-18:40

■クラス表 ※各クラス、対象学年以外の受け⼊れは⾏っておりません。

会場

サッポロ・イーワン・スタジアム

札幌市⽩⽯区栄通14丁⽬2-30

2021年4⽉-2022年3⽉

スタンダードクラス
サッカーを楽しみながら上達しよう！

対象

U5/6 年中-年⻑
U7/8 ⼩学1年-2年⽣
U7/8/9 ⼩学1年-3年⽣
U9/10 ⼩学3年-4年⽣

U10/11/12 ⼩学4年-6年⽣
年間回数 36回
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冬期）ロコエスタディオ

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇

ク
ラ
ス

U10/11/12 U7/8/9 U10/11/12 U7/8/9
U5/6

U7/8

時
間 16:50-17:50 17:00-18:00 17:00-18:00 16:50-17:50 17:00-18:00

札幌校ばんけい会場（冬期：ロコエスタディオ会場）

■開催クラス

■クラス表 ※各クラス、対象学年以外の受け⼊れは⾏っておりません。

■活動場所

会場

夏
期

ばんけいサッカー場

札幌市中央区盤渓433-3
2021年4⽉-2021年11⽉5⽇

冬
期

ロコエスタディオ

札幌市南区⽯⼭2条2丁⽬5-11

2021年11⽉15⽇-2022年3⽉

■備考

・夏期は屋外運動靴、冬期は屋内運動靴でお越し
ください。

・コート保護のため、スポーツドリンク等の⽔以
外の持ち込みは禁⽌といたします。

・無料駐⾞場がご利⽤いただけます。

夏期）ばんけいサッカー場

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇

ク
ラ
ス

U10/11/12 U7/8/9 U10/11/12
U5/6 U5/6

U7/8/9 U7/8

時
間 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30

※17:20まで

スタンダードクラス

サッカーを楽しみながら上達しよう！

対象

U5/6 年中-年⻑

U7/8 ⼩学1年-2年⽣

U7/8/9 ⼩学1年-3年⽣

U9/10 ⼩学3年-4年⽣

U10/11/12 ⼩学4年-6年⽣

年間回数 36回

※17:50まで

夏
期

限
定 ※17:20まで

※冬期の開催クラスは、開催時間が変わります。

※⽊曜⽇のスタンダードクラスU5/6は夏期限定となっております。（期間：4⽉-10⽉21⽇ 全21回）
⚠当クラスは、今年度開催いたしません。また、来年度以降にお申し込みください。
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札幌校ばんけい会場

■無料送迎バス

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇

夏期

⾏き出発 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05

帰り出発 17:40 17:40 17:40 17:40 17:40

冬期

⾏き出発 15:50 16:00 16:00 15:50 16:00

帰り出発 18:00 18:10 18:10 18:00 18:10

■お申込み⽅法
⼊会お申込み時に、無料送迎バス乗⾞希望をご⼊⼒ください。厳正なる抽選を⾏い、乗⾞者を決定い
たします。また、冬期は乗⾞可能⼈数を減らして運⾏いたしますので、9⽉に再抽選を⾏います。
※当選した場合、⽋席時以外は乗⾞をお願いいたします。

■定員
夏期：15名（乗⾞希望締切は2021年3⽉21⽇までとし、翌⽇以降に抽選結果をお伝えいたします。）
冬期：8名（9⽉に再抽選を⾏います。）
※振替受講でご参加の⽅は、乗⾞できません。
※各曜⽇の乗⾞数に空きがある場合は、お申込みいただくことができます。

■感染症対策
・乗⾞前に⼿・指の消毒を⾏います。
・乗⾞中は窓を開けた状態で⾛⾏する為、服装を考慮してください。
・乗⾞中は必ずマスク着⽤し、私語は厳禁といたします。
※マスクをしていない場合には、乗⾞できません。
・降⾞後は⾞内消毒を⾏います。

※定時運⾏に努めますが、道路状況・天候状況等により運⾏に遅延がある場合がございます。

■⾏き：円⼭公園駅1番出⼝出発 ⇒ 会場到着
■帰り：会場出発 ⇒ 円⼭公園駅1番出⼝到着

ばんけい会場では、夏期冬期ともに会員専⽤（お⼦様のみ）無料送迎バスを運⾏しています。
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札幌校ほのか会場

■開催クラス

■クラス表

■活動場所

■備考

スタンダードクラス

サッカーを楽しみながら上達しよう！

対象

U5/6 年中-年⻑

U7/8 ⼩学1年-2年⽣

U7/8/9 ⼩学1年-3年⽣

U9/10 ⼩学3年-4年⽣

年間回数 36回

・屋内運動靴でお越しください。
・コート保護のため、スポーツドリンク等の⽔以
外の持ち込みは禁⽌といたします。

・無料駐⾞場がご利⽤いただけます。

⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⼟曜⽇ ⽇曜⽇

クラス U5/6 U5/6 U5/6

時間 15:30-16:20 9:00-9:50 12:30-13:20

クラス U7/8 U7/8/9 U7/8 U7/8/9

時間 16:25-17:25 16:30-17:30 9:55-10:55 13:30-14:30

クラス U9/10

時間 11:00-12:00

※各クラス、対象学年以外の受け⼊れは⾏っておりません。

会場

ほのかアリーナ

札幌市⼿稲区富丘3条2丁⽬10

2021年4⽉-2022年3⽉
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札幌校SAL会場

■開催クラス

■クラス表

■活動場所

■備考

スタンダードクラス

サッカーを楽しみながら上達しよう！

対象

U5/6 年中-年⻑

U7/8/9 ⼩学1年-3年⽣

U10/11/12 ⼩学4年-6年⽣

年間回数 36回 ・屋内運動靴でお越しください。
・コート保護のため、スポーツドリンク等の⽔以
外の持ち込みは禁⽌といたします。

・無料駐⾞場がご利⽤いただけます。

⽉曜⽇ ⽊曜⽇

クラス U5/6 U5/6

時間 15:50-16:40 15:50-16:40

クラス U7/8/9 U7/8/9

時間 16:50-17:50 16:50-17:50

クラス U10/11/12 U10/11/12

時間 18:00-19:00 18:00-19:00

※各クラス、対象学年以外の受け⼊れは⾏っておりません。

会場

スポーツアリーナSAL

札幌市東区本町1条8丁⽬2−35

2021年4⽉-2022年3⽉
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札幌校料金

⼊会セット

年会費 4,400円

スクールユニフォーム 11,000円

※11⽉以降ご⼊会される⽅は、2,200円となります。

新規の場合、必須購⼊

⽉会費

クラス カテゴリー 対象
週1回 週2回 週3回

夏期 冬期 夏期 冬期 夏期 冬期

スタンダード

U5/6 年中/年⻑ 5,280円 5,830円 9,460円 10,010円 14,190円 15,840円

U7/8 ⼩学1-2年⽣

5,500円 6,050円 9,900円 11,000円 14,850円 16,500円

U9/10 ⼩学3-4年⽣

U11/12 ⼩学5-6年⽣

U7/8/9 ⼩学1-3年⽣

U10/11/12 ⼩学4-6年⽣

アドバンス

U7/8 ⼩学1-2年⽣

6,600円 7,150円U9/10 ⼩学3-4年⽣

U11/12 ⼩学5-6年⽣

※冬期（11⽉〜）から1クラスごと550円の冬期活動維持費が加算されます。
※週2回以上受講される際は、1クラスごと550円の複数回割引が適⽤されます。
※ご兄弟・ご姉妹がご⼊会の際は、弟妹様の⽉会費が半額の兄弟割引が適⽤さ
れます。

新規⼊会の⽅は、⼊会セット+⽉会費2ヶ⽉分をご請求させていただきます。
（お申込時期により最⼤3ヶ⽉分⽉会費をご請求させていただく場合があります。）

※継続ご⼊会の⽅は年会費のみのお⽀払いとなります。

(税込価格)

(税込価格)
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恵庭校

■開催クラス

■クラス表

■活動場所

■備考

スタンダードクラス

サッカーを楽しみながら上達しよう！

対象

U5/6 年中-年⻑

U7/8/9 ⼩学1年-3年⽣

U10/11/12 ⼩学4年-6年⽣

年間回数 36回 ・屋内運動靴でお越しください。
・コート保護のため、スポーツドリンク等の⽔以
外の持ち込みは禁⽌といたします。

・無料駐⾞場がご利⽤いただけます。

⽔曜⽇

クラス U5/6

時間 16:20-17:10

クラス U7/8/9

時間 17:20-18:20

クラス U10/11/12

時間 18:30-19:30

※各クラス、対象学年以外の受け⼊れは⾏っておりません。

会場

福住屋内運動広場

恵庭市福住町1丁⽬21-24

2021年4⽉-2022年3⽉
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冬期）B＆G海洋センターアリーナ
⽊曜⽇

クラス U5/6

時間 16:00-16:50

クラス U7/8/9/10

時間 17:00-18:00

岩見沢校（共催:北海道教育大学岩見沢校）

■開催クラス

■クラス表

■活動場所

■備考

スタンダードクラス

サッカーを楽しみながら上達しよう！

対象
U5/6 年中-年⻑

U7/8/9/10 ⼩学1年-4年⽣

年間回数 36回

・屋内運動靴でお越しください。
・コート保護のため、スポーツドリンク等の⽔以外の持ち込みは禁⽌といたします。
・無料駐⾞場がご利⽤いただけます。

夏期）北海道教育⼤学岩⾒沢校⼈⼯芝グラウンド
⽊曜⽇

クラス U5/6

時間 15:30-16:20

クラス U7/8/9/10

時間 16:30-17:30

※各クラス、対象学年以外の受け⼊れは⾏っておりません。

会場

夏期

北海道教育⼤学岩⾒沢校
⼈⼯芝サッカー場

岩⾒沢市緑が丘2-34

2021年4⽉-2021年9⽉

冬期

岩⾒沢市栗沢B＆G海洋センターアリーナ

岩⾒沢市栗沢町最上506-1

2021年10⽉-2022年3⽉

※施設の都合上、やむを得ず会場が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
変更となる場合は、事前にメールにてお知らせいたします。また、その際の開催時間は冬期と同様となります。
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恵庭校/岩見沢校料金

⽉会費

クラス カテゴリー 対象 週1回
夏期 冬期

スタンダード

U5/6 年中/年⻑ 4,455円 5,005円

U7/8/9 ⼩学1-3年⽣

4,950円 5,500円

U10/11/12 ⼩学4-6年⽣

新規⼊会の⽅は、⼊会セット+⽉会費2ヶ⽉分をご請求させていただきます。
（お申込時期により最⼤3ヶ⽉分⽉会費をご請求させていただく場合があります。）

(税込価格)

⼊会セット

年会費 4,400円

スクールユニフォーム 11,000円

※11⽉以降ご⼊会される⽅は、2,200円となります。

新規の場合、必須購⼊

※冬期（11⽉〜）から1クラスごと550円の冬期活動維持費が加算されます。
※ご兄弟・ご姉妹がご⼊会の際は、弟妹様の⽉会費が半額の兄弟割引が適⽤さ
れます。

※継続ご⼊会の⽅は年会費のみのお⽀払いとなります。

(税込価格)



16

旭川校あつま～る会場

■開催クラス

■クラス表

■活動場所

■備考

スタンダードクラス

サッカーを楽しみながら上達しよう！

対象
U5/6 年中-年⻑

U7/8 ⼩学1年-2年⽣

年間回数 15回

・屋内運動靴でお越しください。
・コート保護のため、スポーツドリンク等の⽔以外
の持ち込みは禁⽌といたします。

・無料駐⾞場がご利⽤いただけます。

⽕曜⽇

クラス U5/6

時間 15:30-16:20

クラス U7/8

時間 16:30-17:30

※各クラス、対象学年以外の受け⼊れは⾏っておりません。

会場

旭川市末広地域活動センターあつま〜る

旭川市末広東2条9丁⽬11-3

2021年11⽉-2022年3⽉

冬
期
限
定
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⽔曜⽇ ⽊曜⽇

クラス U5/6 U5/6

時間 15:30-16:20 15:15-16:05

クラス U7/8 U7/8

時間 16:30-17:30 16:15-17:15

U9/10

17:20-18:20

旭川校グリーンヒル会場

■開催クラス ■活動場所

■備考

・屋内運動靴でお越しください。
・コート保護のため、スポーツドリンク等の⽔以
外の持ち込みは禁⽌といたします。

・無料駐⾞場がご利⽤いただけます。

スタンダードクラス

サッカーを楽しみながら上達しよう！

対象

U5/6 年中-年⻑

U7/8 ⼩学1年-2年⽣

U9/10 ⼩学3年-4年⽣

年間回数 36回

会場

グリーンヒルスポーツクラブ

旭川市緑ヶ丘東1条2丁⽬1-11

2021年4⽉-2022年3⽉

冬
期
限
定

■クラス表 ※各クラス、対象学年以外の受け⼊れは⾏っておりません。
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旭川校東川会場

■開催クラス

■クラス表 ※各クラス、対象学年以外の受け⼊れは⾏っておりません。

■活動場所

会場

夏
期

東川ゆめ公園サッカー場

上川郡東川町⻄3-北7
2021年5⽉-2021年10⽉

冬
期

東川町B＆G海洋センター

上川郡東川町北町1丁⽬7-1

2021年11⽉-2022年3⽉

■備考
・夏期は屋外運動靴、冬期は屋内運動靴でお越しく
ださい。

・コート保護のため、スポーツドリンク等の⽔以外
の持ち込みは禁⽌といたします。

・無料駐⾞場がご利⽤いただけます。

夏期）東川ゆめ公園サッカー場
⽕曜⽇ ⽊曜⽇

クラス U5/6 U5/6

時間 15:30-16:20 15:30-16:20

クラス
U7/8 U7/8

U9/10 U9/10

時間 16:30-17:30 16:30-17:30

スタンダードクラス

サッカーを楽しみながら上達しよう！

対象

U5/6 年中-年⻑

U7/8 ⼩学1年-2年⽣

U9/10 ⼩学3年-4年⽣

年間回数 30回

冬期）東川町B＆G海洋センター
⾦曜⽇

クラス U5/6

時間 15:00-15:50

クラス
U7/8

U9/10

時間 15:55-16:55
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士別校

■開催クラス

■クラス表

■活動場所

■備考

スタンダードクラス

サッカーを楽しみながら上達しよう！

対象
U5/6 年中-年⻑

U7/8 ⼩学1年-2年⽣

年間回数 15回

・屋外運動靴でお越しください。
・コート保護のため、スポーツドリンク等の⽔以
外の持ち込みは禁⽌といたします。

・無料駐⾞場がご利⽤いただけます。

⾦曜⽇

クラス U5/6

時間 15:00-15:50

クラス U7/8

時間 16:00-17:00

※各クラス、対象学年以外の受け⼊れは⾏っておりません。

会場

天塩川サッカー場

⼠別市東⼭町天塩川河川敷

2021年5⽉-2021年9⽉

夏
期
限
定
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室蘭校

■開催クラス

■クラス表

スタンダードクラス

サッカーを楽しみながら上達しよう！

対象

U5/6 年中-年⻑

U7/8/9 ⼩学1年-3年⽣

U10/11/12 ⼩学4年-6年⽣

年間回数 36回

⽊曜⽇

クラス U5/6

時間 15:30-16:20

クラス U7/8/9

時間 16:30-17:30

クラス U10/11/12

時間 16:30-17:30

※各クラス、対象学年以外の受け⼊れは⾏っておりません。

夏

期

限

定

■活動場所

会場

夏
期

室蘭市⼊江運動公園芝⽣広場
多⽬的運動広場

室蘭市⼊江町1-28
2021年4⽉-2021年10⽉

冬
期

室蘭市⽴宮の森体育館

室蘭市宮の森町4丁⽬1-43

2021年11⽉-2022年3⽉

■備考
・夏期は屋外運動靴、冬期は屋内運動靴でお越しく
ださい。

・コート保護のため、スポーツドリンク等の⽔以外
の持ち込みは禁⽌といたします。

・無料駐⾞場がご利⽤いただけます。
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釧路校

■開催クラス

■クラス表 ※各クラス、対象学年以外の受け⼊れは⾏っておりません。

■活動場所

■備考

・夏期は屋外運動靴、冬期は屋内運動靴でお越し
ください。

・コート保護のため、スポーツドリンク等の⽔以
外の持ち込みは禁⽌といたします。

・無料駐⾞場がご利⽤いただけます。

スタンダードクラス

サッカーを楽しみながら上達しよう！

対象

U5/6 年中-年⻑

U7/8/9 ⼩学1年-3年⽣

U10/11/12 ⼩学4年-6年⽣

年間回数 36回

柏⽊会場
通年 旧柏⽊⼩学校体育館

住所 釧路市柏⽊町11-15

釧路町会場

夏期 釧路町運動公園 多⽬的広場

住所 釧路町別保原野南23線105-1

冬期 釧路町コミュニティセンター

住所 釧路町⽊場1丁⽬2番地

ひぶな会場
通年 ひぶな幼稚園屋内施設

住所 釧路市柏⽊町11-1

開催期間
夏期 2021年5⽉-2021年9⽉

冬期 2021年4⽉・2021年10⽉-2022年3⽉

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⾦曜⽇

会場 柏⽊会場 釧路町会場 柏⽊会場 釧路町会場

クラス U5/6 U5/6 U5/6 U5/6

時間 16:00-16:50 16:00-16:50 14:30-15:20 16:00-16:50

会場 柏⽊会場 釧路町会場 柏⽊会場 釧路町会場

クラス U7/8/9 U10/11/12 U7/8/9 U7/8/9

時間 17:00-18:00 17:00-18:00 16:30-17:30 17:00-18:00

■備考
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中標津校

■開催クラス

■クラス表

■活動場所

■備考

スタンダードクラス

サッカーを楽しみながら上達しよう！

対象
U5/6 年中-年⻑

U7/8 ⼩学1年-2年⽣

年間回数 36回

※各クラス、対象学年以外の受け⼊れは⾏っており

ません。

会場

夏
期

中標津町運動公園

中標津町丸⼭2丁⽬1-18

2021年6⽉-2021年9⽉

冬
期

中標津町総合体育館

中標津町緑ヶ丘6-3

2021年4⽉-5⽉・2021年10⽉-2022年3⽉

・夏期は屋外運動靴、冬期は屋内運動靴でお越し
ください。

・コート保護のため、スポーツドリンク等の⽔以
外の持ち込みは禁⽌といたします。

・無料駐⾞場がご利⽤いただけます。

⽊曜⽇

クラス U5/6

時間 15:30-16:20

クラス U7/8

時間 16:30-17:30
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根室校

■開催クラス

■クラス表

■活動場所

■備考

スタンダードクラス

サッカーを楽しみながら上達しよう！

対象
U7/8 ⼩学1年-2年⽣

U9/10 ⼩学3年-4年⽣

年間回数 15回

・屋外運動靴でお越しください。
・コート保護のため、スポーツドリンク等の⽔以
外の持ち込みは禁⽌といたします。

・無料駐⾞場がご利⽤いただけます。

※各クラス、対象学年以外の受け⼊れは⾏っておりません。

会場

根室総合運動公園

北海道根室市⻄浜町１丁⽬

2021年5⽉-2021年9⽉

⽔曜⽇

クラス U7/8

時間 18:00-19:00

クラス U9/10

時間 19:00-20:00
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旭川校/士別校/室蘭校/釧路校/中標津校/根室校料金

⽉会費

クラス カテゴリー 対象 週1回 週2回
夏期 冬期 夏期 冬期

スタンダード

U5/6 年中/年⻑ 3,300円 3,850円 5,500円 6,050円

U7/8 ⼩学1-2年⽣

3,850円 4,400円 6,600円 7,150円

U9/10 ⼩学3-4年⽣

U7/8/9 ⼩学1-3年⽣

U10/11/12 ⼩学4-6年⽣

新規⼊会の⽅は、⼊会セット+⽉会費2ヶ⽉分をご請求させていただきます。
（お申込時期により最⼤3ヶ⽉分⽉会費をご請求させていただく場合があります。）

(税込価格)

⼊会セット

年会費 4,400円

スクールユニフォーム 11,000円

※11⽉以降ご⼊会される⽅は、2,200円となります。

新規の場合、必須購⼊

※冬期（11⽉〜）から1クラスごと550円の冬期活動維持費が加算されます。
※ご兄弟・ご姉妹がご⼊会の際は、弟妹様の⽉会費が半額の兄弟割引が適⽤さ
れます。

※継続ご⼊会の⽅は年会費のみのお⽀払いとなります。

(税込価格)
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価格表
商品名 サイズ セット価格 価格

トレーニング
シャツ

120-150

11,000円

6,600円

S-L 6,600円

トレーニング
パンツ

120-150 3,740円

S-L 3,960円

ストッキング
18-21 1,430円

21-25 2,200円
(税込価格)

スクールユニフォーム

新規⼊会の⽅は、スクールユニフォームの3点セットをご購⼊いただきます。以降は単品販売も
⾏っております。

※お申込み後の取り消し、返品、サイズ変更等はいたしかねますので予めご了承ください。
※試着⽤サンプルをご希望の⽅は、担当コーチへお申し出ください。次回トレーニング時までにお持ちします。
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※お申込み後の取り消し、返品、サイズ変更等はいたしかねますので予めご了承ください。
※試着⽤サンプルをご希望の⽅は、担当コーチへお申し出ください。次回トレーニング時までにお持ちします。

価格表
商品名 サイズ セット価格 価格

ピステセット
130-160

14,300円
S-L

バックパック 40ℓ 11,000円

(税込価格)

スクールアイテム（ピステ・バッグパック）
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スポーツ傷害保険

当スクールでは、スポーツ傷害保険に加⼊しております。お⼦様が当スクールへ
の移動中、活動中に怪我等をした場合にのみ適⽤することができます。

保険期間

■2021年4⽉1⽇〜2022年3⽉31⽇

＊保険の適⽤をご希望の場合は、速やかに担当コーチまたは事務局
へご連絡ください。（怪我等が発⽣から申し出が遅くなりますと
保険適⽤外になってしまう場合があります。）
スポーツ傷害保険担当者が今後の⼿続き等のご説明をいたします。

申請の流れ

怪我等発⽣

担当コーチor事務局へ連絡

事務局より郵送にて必要書類受取

必要書類に記⼊、事務局へ郵送

保険会社から連絡

終了
後日、保険対象金が入金となります。

スクールへの移動中、活動中に



28

体験から入会の流れ

「ご⼊会完了のお知らせ」をメール受信後、
⼊会⽉直近⽇からレッスン開始

無料体験お申込み

無料体験へのご参加は随時受け付けております。
各会場のスケジュールをご確認いただき、無料体験専⽤フォームより
お申込みください。

無料体験に参加

無料体験お申込み後、事務局から「無料体験参加決定のお知らせ」を
メール受信。直接、体験⽇に会場へお越しください。

■持ち物
・動きやすい服装（ジャージなど）
・運動靴（屋内施設の場合は、屋内⽤）
・飲み物（⽔のみ）

ご⼊会お申込み

無料体験参加後、担当スタッフより「ご⼊会専⽤フォームQR」を受
取り、ご⾃⾝のスマートフォン等でお申込みください。
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■以下の場合は、トレーニング参加をお断りさせていただきます

・本⼈と同居の家族の直近数⽇間の体調が優れない場合
・当⽇朝以降の体温が37.0℃以上であった場合
・トレーニング開始時に「体温チェックフォーム」に⼊⼒をしていない場合
・会場での検温結果が37.0℃以上の場合（コーチが点呼時に確認）
・健康状態を確認したコーチが参加できないと判断した場合
以上の条件に⼀つでも問題がある場合は、会場到着後でもトレーニングへの参加はできません。
その際、グループからは隔離し、コーチがご登録の緊急連絡先へご連絡させていただきます。

感染症対策ガイドライン

トレーニング前

・参加当⽇に検温し、体温チェックフォームにご⼊⼒ください。（1回⽬）
37.0℃を超えている場合は、参加をお控えください。その際は、⽋席の申請をお願いします。
「体温チェックフォーム」は、毎週⽇曜⽇にご登録のメールアドレスへお送りいたします。
※トレーニング開始時に体温チェックフォームへの⼊⼒がない場合は、ご参加いただけません。

・飲み物と⼿拭きタオル、汗拭きタオル、⼿袋、シューズ、体温計（会場での検温⽤）を持ってお越
しください。できれば、消毒⽤品もお持ちください。

・会場に来る際は、マスクを着⽤し、⼈ごみを避けてお越しください。

・トレーニング参加前に会場で検温をしてください。（2回⽬）

・会場へ早く到着した場合でも会場内にすぐに⼊らず5分前に⼊場してください。

・会場内では、各施設の感染症対策に注意し、不要な接触は避け、待機場所は間隔を空けてください。

・グラウンドに⼊る際にはコーチが検温結果の確認と⼿・指の消毒を⾏います。

コンサドーレサッカースクールでは、新型コロナウイルス感染拡⼤を受け、独⾃の感染症対策
ガイドラインを作成しました。会員の皆様は、当ガイドラインを元にスクール活動を⾏っていた
だきます。

当ガイドラインは、厚⽣労働省/Jリーグ/
⽇本スポーツ協会が推奨する感染症対策を
元に作成しております。
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トレーニング中

・コーチの指⽰に従い⾏動をしてください。コーチはマスクを着⽤します。

・スクール⽣のマスク着⽤は強制ではありません。

・可能であれば、⼿袋の着⽤をお願いします。

・グラウンド内での、不要な接触は避けてください。

・トレーニング開始時・終了時に、集合した挨拶などのまとまった⾏動は極⼒⾏いません。

・保護者の⽅はトレーニングを施設内での⾒学ができない会場もあります。また、トレーニングを⾒
学される場合、ほかの⽅との距離も2メートル程度あけていただきますようお願いいたします。

トレーニング後

・トレーニングの終了後、グラウンドから出る際はコーチの指導の下、⼿・指の消毒を⾏います。

・トレーニングの終了後は、会場内での着替えは⾏わず、速やかにご帰宅ください。

・帰る際は、マスクを着⽤し、⼈ごみを避けてご帰宅ください。

・帰宅後は、消毒・⼿洗いうがいをし、早めに⼊浴をしてください。

・翌⽇以降も健康状態にはお気を付けてお過ごしください。

感染症対策ガイドライン
当ガイドラインは、厚⽣労働省/Jリーグ/
⽇本スポーツ協会が推奨する感染症対策を
元に作成しております。
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会費納入について

当スクールでは、⼝座振替でお⽀払いをお願いしております。

< お⼿続き⽅法 >

１．新規⼊会の⽅へは預⾦⼝座振替依頼書を弊社から郵送いたします。

２．預⾦⼝座振替依頼書へのご署名、ご捺印（２箇所）

（１）⼝座番号等の印字内容に誤りがないことをご確認ください。
※印字されていない箇所がある場合はご記⼊ください。また内容に誤り等がある場合は訂正してください。
※⼝座番号等が空欄の依頼書が届いた場合は、依頼書裏⾯をご参照の上、太枠内を全てご記⼊ください。

（２）⼝座名義⼈（漢字）のご記⼊、お届け印のご捺印（捨印を含み、２箇所）をお願いいたします。

３．預⾦⼝座振替依頼書を封筒へ⼊れ、郵便ポストへご投函

送り先：〒063-0052 札幌市⻄区宮の沢2条3丁⽬4-1 「サッカースクール事務局」

４．⼊会時諸費⽤をコンビニエンスストア店頭にてお⽀払い

（1）⼊会時諸費⽤はコンビニエンスストア払込票にてお⽀払いください。
※毎⽉7⽇以降の当⽉⼊会者様につきましては、翌⽉中旬にご⾃宅へ払込票が届きます。
※払込票には期限がございますので、必ず期限内にお⽀払いください。
※新規⼊会の⽅は、⼊会セット+⽉会費2ヶ⽉分をご請求させていただきます。
（お申込時期により最⼤3ヶ⽉分⽉会費をご請求させていただく場合があります。）

（２）⾃動⼝座振替が開始されるまでは、
お客様からの依頼書が弊社に到着後1ヶ⽉〜２ヶ⽉程度要します。
※⾃動⼝座振替開始までの⽉会費等は、コンビニエンスストア払込票にてお⽀払いください。

■その他注意事項

（１）毎⽉の⽉会費等のお⽀払⽅法として、「コンビニエンスストア払込票によるお⽀払い」を選択
された会員様、また⾃動⼝座振替のお⼿続きが期間内に完了しなかった会員様には毎⽉コンビニエ
ンスストア払込票をご郵送いたします。

（２）コンビニエンスストア払込票によるお⽀払いの場合は、⽉会費等に加え別途事務⼿数料を申し
受けますのでご了承ください。（ご⼊会時の払込票のみ事務⼿数料は無料です）

（３）指定⼝座を変更の場合は、預⾦⼝座振替依頼書をご提出頂ければ、新規⼝座振替でのお⽀払い
へ切り替えることができます。

（４）会費・スクールユニフォーム代⾦等の集⾦は、株式会社明光ネットワークジャパンが⾏います。
通帳への印字は、「ＳＭＢＣ（メイコウネット）」となります。

（５）⾃動⼝座振替でのお⽀払いの場合は毎⽉２７⽇にご指定の⼝座からお引落されます（⼟⽇祝⽇
と重なった場合は翌営業⽇）。また、コンビニエンスストア払込票でのお⽀払いの場合は、払込
票が毎⽉中旬に発送されます。
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会員ページ・一斉メール配信について

会員ページでは、契約内容変更・⽋席振替申請・スケジュール確認ができます。

■契約内容変更(休会・退会・復会・クラス変更)
会員サイトお知らせ欄「契約内容変更申請」にてお⼿続きをお願いいたします。
契約内容変更は各⽉1⽇から施⾏します。申請期限は施⾏の前⽉7⽇締めです。(⼟⽇・祝⽇の場合は前平⽇)

■⽋席振替申請
会員サイトお知らせ欄「⽋席振替申請」にてお⼿続きをお願いいたします。

・⽋席申請＞レッスン開始時間より前に必ず⾏ってください。
・振替申請＞⽋席⽇より前後1ヵ⽉で⾏うことができます。※札幌校のみ

■⼀⻫メール配信
・コンサドーレサッカースクールからのご連絡を⼀⻫送信のメールで送らせていただきます。
・迷惑メールフィルター等を設定されている⽅は下記アドレスからの受信設定をお願いいたします。

① announce@meikonet-ss.jp
② school@consadole.gr.jp

■⾬天中⽌の際などはHPのお知らせ欄の更新を⾏います。
天候不良時にお知らせ欄の更新が無い場合、レッスンの有無が確定しておりません。お問合せいただい
てもお答え出来かねますのでご了承ください。中⽌の連絡は1時間〜30分前を⽬安にしていますが、天
候の変化により急遽中⽌・お越しいただいてからの中⽌になることもございますのでご了承ください。

＜問い合わせ先＞
011-777-5314

コンサドーレサッカースクール事務局までご連絡ください。

休会 3ヶ⽉間⽉謝が発⽣致しませんが、クラスに在籍扱いとなります。4ヶ⽉⽬までにスクールを
再開しない場合は⾃動退会となり、再⼊会が必要になります。

復会 休会期間中であればスクールを再開する事ができます。

退会

休会期間を超える4ヶ⽉⽬までにスクールを再開しない場合と退会申請を⾏った場合は退会と
なります。

※9⽉から変更する場合、8⽉7⽇までに申請をお願いいたします。申請が遅れた場合は、変更
が1カ⽉繰り越されます。
※怪我⼜は病気などにより、1ヶ⽉以上お休みが必要な⽅は事務局までご連絡ください。

クラス変更 都合による、曜⽇・会場等を変更することができます。


