
  

2019 年度コンサドーレサッカースクール 

札幌校開催要項 
 

【サッカースクール理念】 

サッカーの楽しさ・スポーツの面白さを共有する 

サッカーを通して、「動く・関わる・できる・理解する」楽しさを伝えていきます。 

自立した選手の育成 

自ら考えて、行動し、解決できるクリエイティブでたくましい選手の育成を目指します。 

社会適応力の育成 

「挨拶・コミュニケーション・規律・仲間の大切さ」などの社会性を養います。 

【指導指針】 

U-5/6 クラス 

（50 分） 

年中 

年長 

様々な遊びや運動を取り入れ、多種多様な刺激を与えることを目指し、 

体全体でボールに触れることでよりサッカーを楽しいと感じられる指導を行います。 

U-7/8 クラス 
（60 分） 

小学１年生 

小学２年生 

ボールを「止める・蹴る・運ぶ」という基礎技術の習得を目指し、ボールに触る機会を

増やします。また、子ども達の発想を促すような指導を行います。 

U-9/10 クラス 
（60 分） 

小学3 年生 

小学4 年生 

基礎技術にさらに磨きをかけ、個人のレベルアップを重視した指導を行います。 

また、ゲームにおいて個々の能力を最大限に発揮するため、攻守両面における個人戦術の

習得を目指します。 

U-11/12 クラス 
（60 分） 

小学5 年生 

小学6 年生 

個人の能力や特性を活かしつつ、多くのスキル獲得を目指した指導を行います。 

また、攻守両面におけるグループ戦術の獲得を目指します。 

テクニカルクラス 
（70 分） 

小学１年生 

小学２年生 

小学3 年生 

小学4 年生 

小学5 年生 

小学6 年生 

個々のテクニックやスキルのベースアップに重点を置いたトレーニングを行います。 

また、毎週のトレーニングの振り返りや目標設定を明確にし、サッカーに対する情熱や向

上心をより育むことを目的とします。 

ゲームクラス 
（60 分） 

小学3 年生 

小学4 年生 

小学5 年生 

小学6 年生 

試合を通じてサッカーの楽しさを感じ、ルールや規律の習得、技術力とコミュニケーシ

ョン能力向上を目指した指導を行います。 

なでしこクラス 
（60 分） 

小学1 年生 

小学2 年生 

小学3 年生 

サッカー少女の普及・育成を目的としたクラスです。 

ボールに触る機会を増やし楽しく基礎技術の習得を目指します。また、子ども達の発想を

促すような指導を行います。 

※当サッカースクールではこれらの指導指針をベースに、その年代やレベルに合わせた指導を行います。 



【会場・活動場所】 

・東雁来会場  夏季：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（無料駐車場有） 

冬季：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（無料駐車場有） 

  ・イーワン会場 通年：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（無料駐車場有） 

 ・ばんけい会場 夏季：ばんけいサッカー場／札幌市中央区盤渓433 番地3（無料駐車場有、④～⑯番内） 

         冬季：ロコエスタディオ／札幌市南区石山2 条2 丁目5-11（無料駐車場有） 

ほのかアリーナ／札幌市手稲区富丘3 条2 丁目10（無料駐車場有） 

                        あけぼのアート体育館／札幌市中央区南11 条西9 丁目4-1（有料駐車場有、施設窓口にて受付） 

 ※各レッスンの時間前後に送迎バスがございますので、送迎バススケジュールをご確認下さい。 

・ほのか会場  通年：ほのかアリーナ／札幌市手稲区富丘3 条2 丁目10（無料駐車場有） 

         ※手稲温泉ほのかと共同運行無料送迎バス（手稲温泉ほのか号）がご利用になれます。詳細はほのかスポーツ

クラブＨＰでご確認下さい。なお、ほのかスポーツクラブへのお問い合わせはご遠慮下さい。 

・北海道スポーツ専門学校SPORTS BOX 会場   

通年：学校法人吉田学園 北海道スポーツ専門学校3 号館 SPORTS BOX 内体育館 

／札幌市東区北15 条東6 丁目1-1 

                       ※当施設にはお客様用駐車場がございませんので、ご注意下さい。 

駐車場での事故・盗難等のトラブルについては、当クラブ、各施設では一切の責任を負いかねます。 

【活動期間】 

・2019 年4 月～2020 年3 月までの全36 回 

4 月以降の夏期スケジュールは新規募集開始後、コンサドーレ北海道スポーツクラブHP でお知らせ致します。 

11 月以降の冬期スケジュールは決定後、コンサドーレ北海道スポーツクラブHP でお知らせ致します。 

 

スケジュールはコンサドーレ北海道スポーツクラブHP「サッカースクール」でご確認下さい。 

【お申し込み方法】 

・下記QR コードにてお申込み下さい。 

              

 

随時募集中（各クラス定員になり次第、募集を締め切らせて頂きます） 

 

 

【お申込み後の流れ】 

1. 入会フォーム送信 2. 入会完了メール受信 3. レッスン開始 4. 口座振替依頼書提出 5. 初回費用払込 

1. 入会フォーム送信：QR コードよりフォーム入力後、送信して下さい。 

2. 入会完了メール受信：数日後、school@consadole.gr.jp より入会完了メールを送信致します。 

※上記ドメインを受信できるように設定をお願い致します。 

3. レッスン開始：メール確認後、会場へお越し頂き初回の受講となります。 

4. 口座振替依頼書提出：お申込みから数日後、詳細書類をご自宅へご郵送致します。口座振替依頼書も同封してありますのでスクー

ルスタッフ又は【サッカースクール事務局】へご提出下さい。 

5. 初回費用払込：口座振替依頼書のご提出のタイミングによっては、初回費用はコンビニエンスストアでの払い込みとなる場合がご

ざいます。その場合には払込票がご自宅に郵送されますので、そちらをご覧いただき、お支払いをお願いいたします。 

※お申込み、レッスン開始のタイミングにより、初回に月謝を２～3 か月分まとめてご請求させて頂く場合がございます。 

 

一般社団法人コンサドーレ北海道スポーツクラブ【サッカースクール事務局】 

〒063-0052 札幌市西区宮の沢２条3 丁目4-1 

TEL：011-777-5314 10:00～17:00 MAIL：school@consadole.gr.jp（土日・祝日を除く） 

※お申込み～初回日の長さにより、順番が入れ替わる場合がございます。 



【各会場クラス表】 

0

U-7/8
※冬季16:20～

U-9/10
※冬季16:20～

U-7/8T
※冬季16:20～

U-9/10T
※冬季16:20～

U-7/8 U-9/10

金濱 藤田 吉原・未定 佐々木・倉持 吉原・未定 浮田・倉持 倉持・未定 佐々木・未定

U-9/10G
※10月末日まで

U-11/12G
※10月末日まで

金濱 藤田

U-9/10
(17:00～)

U-11/12 U-7/8
U-7/8/9
なでしこ

U-５/６ U-7/8

未定 未定 未定 未定 未定 未定

U-9/10 U-11/12 U-５/６ U-7/8

未定 未定 未定 未定 未定 未定

未定未定

未定 未定

未定

未定

未定未定

未定

イーワン会場

ばんけい会場（冬期）

ロコエスタディオ

U-7/8
（16:45～）

あけぼの

U-9/10
(17:30～)

U-7/8

ロコエスタディオほのか

17:40～

16:30～

15:30～

16:30～
U-7/8U-9/10

ばんけい会場（夏期）

U-5/6

U-9/10U-11/12T
(17:50～)

U-7/8

土曜日

東雁来会場

U-5/6
※冬季15:20～

17:40～

16:30～

15:30～

U-9/10

U-5/6U-5/6

金曜日木曜日水曜日火曜日月曜日

藤田・金濱 吉原・浮田 佐々木・未定・未定

U-7/8

U-5/6

16:00～

15:00～

金濱

金濱

U-5/6U-5/6

U-11/12U-9/10

U-7/8T
(10:30～)

U-9/10U-7/8

U-5/6
(9:30～)

U-9/10T

金濱・未定・未定藤田・今岡藤田・未定・未定吉原・未定・未定

藤田金濱・未定・未定藤田・未定・未定吉原・未定・未定

金濱・未定・未定藤田・今岡金濱・未定・未定藤田・未定・未定吉原・未定・未定

ロコエスタディオ

ほのか会場

U-7/8
(9:55～)

U-5/6
(9:00～)

U-7/8U-7/8

U-5/6

北海道スポーツ専門学校 SPORTS BOX会場

16:25～

15:30～

17:00～

 

【料金表】 

月謝 年会費 ユニフォーム

クラス選択による 6000円 10000円

⇩ ※全て税抜価格

クラス選択 U-5/6 U-7～12 テクニカル ゲーム なでしこ

週1回
（基本料金）

4500円 4950円 5850円 4050円 4050円

週2回 8100円 8910円 10530円

+テクニカル 9720円 8910円 8910円

+ゲームコース 8100円 8955円 7290円

週3回 10800円 11880円

+テクニカル+テクニカル 13320円 12600円

+テクニカル+ゲーム/なでしこ 11880円

+ゲーム+なでしこ 10440円

※全て税抜価格

※ユニフォームは引き渡しまで約1ヵ月かかります。

・消費税が改正法施行の際には、施行月よりその税率を適用させて頂きます。
※10月より改正となる場合には、9月末のお引き落としから新税率が適用となります。  

コンサドーレバドミントンスクールとの併用割引もございます。詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。 

 



（詳細）年会費（クラブコンサドーレ会費・スポーツ保険料等） 

※2019 年度クラブコンサドーレ会員又は11 月以降入会される方は年会費3500 円（税別）になります。 

※クラブコンサドーレ入会後、キャンセル出来ませんのでご了承下さい。 

ユニフォーム（シャツ・パンツ・ストッキング）※新規入会者は必ずご購入となります。 

月謝（週1 回：基本料金・週2 回：基本料金合計から1 割引・週3 回：基本料金合計から2 割引） 

※兄弟で入会の場合、弟妹様に限り、兄弟割（月謝半額）を適用させて頂きます。 

【保険について】 

・当スクールでは、上記に記載の通りスポーツ保険に加入しております。 

スクール活動でケガをされた場合は、スクールスタッフ又は事務局までご連絡下さい。 

【各種契約内容変更について】 

下記4 項目の契約内容変更は、全て各月1 日から施行とします。 

手続き申請フォームは期限（変更前月7 日。但し、7 日が土日祝祭日の場合はその前日）まで。 

 ※提出期限を過ぎると、更に１ヶ月遅れての変更となります。また、その際の差額分返金は致しません。ご了承下さい。 

 

・会場・クラス・週回数変更：受講会場・クラスの変更や増減を行うことができます。 

・休会：休会中に受講料は発生致しませんが、3 ヶ月間クラスに籍を残すことができます。 

以降は自動的に退会とさせて頂きます。 

・復会：休会期間中必ず3 ヶ月経過前にご連絡下さい。退会後の再入会には初期費用が発生致します。 

・退会：退会を希望される方は期限内に申請下さい。 

会場／クラス／週回数変更・休会・復会・退会はHP 内「手続き申請フォーム」からお申し出下さい。 

【スクール欠席時の振替について】 

・欠席および振替をご希望の場合は、「欠席振替申請フォーム」より事前申請をお願い致します。 

振替は欠席クラスと同クラスのみ※1（他会場含）可能、期間は、欠席日以降１ヵ月間とさせて頂きます。 

また、振替できないクラスへの希望等があった場合のみこちらからご連絡させて頂くことがありますので 

ご了承お願い致します。 

欠席・振替はHP 内「欠席振替申請フォーム」からお申し出下さい。 

※1通常クラス在籍生はテクニカル及びゲームクラスへは振替不可・ゲームクラスは振替がございません。 

「欠席振替申請フォーム」より申請が行えていない場合は、振替受講出来ません。十分ご注意下さい。 

ばんけい会場スクールバス送迎に関しての注意事項とスケジュール 
①通行の妨げにならない様に待機し、バスが完全に停車して扉が開くまで歩道からはみ出さないようにご注意下さい。 
②乗車はスクール生のみと致します。走行中は空いている座席に座り、必ずシートベルトを着用して下さい。 
③バスを降りた後、バスの前後から道路に飛び出すのは大変危険ですので、ご注意下さい。 
特にバス停車場所と反対側に駐車している場合、お子様だけでの道路横断も危険ですので、ご協力お願い致します。 
※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 ⇒ 各会場到着・ 【帰り】各会場出発 ⇒ 円山公園駅1 番出口到着 
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

行き【出発】 16:35 16:05 16:05 16:05 16:05

行き【到着】 16:50 16:20 16:20 16:20 16:20

帰り【出発】 18:05 17:35 17:35 17:35 17:35

帰り【到着】 18:20 17:50 17:50 17:50 17:50

ロコエスタディオ ほのか ロコエスタディオ あけぼの ロコエスタディオ

行き【出発】 16:00 16:50 16:00 16:20 16:00

行き【到着】 16:50 17:20 16:50 16:35 16:50

帰り【出発】 18:05 18:40 18:05 17:55 18:05

帰り【到着】 18:55 19:10 18:55 18:10 18:55

ばんけい会場（夏期）

ばんけい会場（冬期）

 

※冬季間のみバスの乗車定員は15 名とさせて頂きます。 

※ばんけい会場送迎バスに関しての問い合わせ(運行状況など）はさっぽろＡＭスポーツクラブまでご連絡下さい。 

ばんけい送迎バス：011-213-9733 



       


