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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元気よくサッカーに取り組んでいます。 

 

 

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～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。 

  



 

開催校一覧                                                                           

コンサドーレサッカースクールは北海道内 9市町村 28会場で開催しています。 

 

校名 会場名 活動場所 時期 

札幌校 

東雁来会場 

北海道コンサドーレ札幌東雁来グラウンド 夏期 

札幌サッカーアミューズメントパーク 冬期 

イーワン会場 サッポロ・イーワンスタジアム 通年 

北海道スポーツ専門学校 

SPORTSBOX会場 

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 通年 

ばんけい会場 

ばんけいサッカー場 夏期 

ロコエスタディオ 

冬期 

ほのかアリーナ 

ほのか会場 ほのかアリーナ 通年 

恵庭校 福住屋内運動広場 通年 

岩見沢校 

北海道教育大学岩見沢校多目的活動施設 人工芝サッカー場 夏期 

岩見沢市栗沢 B＆G海洋センターアリーナ 冬期 

室蘭校 

室蘭市入江運動公園芝生広場・多目的運動広場 夏期 

室蘭市立宮の森体育館 冬期 

旭川校 

旭川市末広地域活動センターあつま～る 冬期 

グリーンヒルスポーツクラブ 通年 

東川ゆめ公園サッカー場 夏期 

東川町 B＆G海洋センター 冬期 

士別校 天塩川サッカー場 夏期 

釧路校 

北海道職業能力開発促進センター ポリテクセンター釧路 通年 

釧路町運動公園 多目的広場 夏期 

釧路町コミュニティセンター 冬期 

旧柏木小学校 体育館 通年 

ひぶな幼稚園屋内施設 通年 

中標津校 

中標津町運動公園 夏期 

中標津町総合体育館 冬期 

根室校 

根室総合運動公園 サッカー場 夏期 

根室市立柏陵中学校 体育館 冬期 

 



 

クラス一覧                                                                            

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」「ゲーム」の 3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。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する 

対象 年中-小学 6年生 

開催会場 全校 

 

アドバンスクラス 

サッカーの楽しさを知るとともに、技術・戦術を学ぶ 

対象 小学 1-6年生 

開催会場 イーワン会場 

 

ゲームクラス 

ゲーム形式を中心に楽しくサッカーをする 

対象 小学 3-6年生 

開催会場 東雁来会場 

 

  



 札幌校                                                                         

 

東雁来会場 

スタンダードクラス 

サッカーを楽しみながら上達する 

対象 

U5/6 年中/年長 

回数 通年：全 36回 

U7/8 小学 1-2年生 

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 

ゲームクラス 

ゲーム形式を中心に楽しくサッカーをする 

対象 
U9/10 小学 3-4年生 

回数 夏期のみ：全 18回 
U11/12 小学 5-6年生 

 

◇会場 

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 

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 

活動期間 夏期：2020年 4月-2020年 10月  冬期：2020年 11月-2021年 3月 

持ち物 ：屋外運動靴（スパイク可）、スクールユニフォーム、水筒（水に限る） 

駐車場 ：無料駐車場完備 

 

◇クラス割 

  

  月曜日 火曜日 木曜日 金曜日 

夏期 

時間 15:30-16:20 16:30-17:30 17:40-18:40 15:30-16:20 16:30-17:30 15:30-16:20 16:30-17:30 15:30-16:20 16:30-17:30 

クラス U5/6 
U7/8 U9/10G 

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

U9/10 U11/12G U9/10 

冬期 

時間 15:20-16:10 16:20-17:20  15:30-16:20 16:30-17:30 15:30-16:20 16:30-17:30 15:30-16:20 16:30-17:30 

クラス U5/6 
U7/8  

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

U9/10  U9/10 



 

 

◇会費 

入会セット 

年会費 

※スポーツ保険含む 
4,000円 

スクールユニフォーム 

※新規入会のみ必須 
ゲームシャツ・ゲームパンツ・ストッキング 10,000円 

月会費 

クラス カテゴリー 対象 週 1回 週 2回 週 3 

スタンダードクラス 

U5/6 年中/年長 4,500円 8,000円 12,000円 

U7/8 小学 1-2年生 

5,000円 9,000円 13,500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 

ゲームクラス 

U9/10 小学 3-4年生 4,000円 - - 

U11/12 小学 5-6年生 4,000円 - - 

スタンダードクラス+ゲームクラス - 8,000円 - 

※その他のクラス組み合わせにつきましては、サッカースクール事務局までお問い合わせください。 

※兄弟割・・・下のお子様の月会費のみが半額になります。 

  

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 



 

イーワン会場 

スタンダードクラス 

サッカーを楽しみながら上達する 

対象 年中-小学 6年生 回数 通年：全 36回 

アドバンスクラス 

サッカーの楽しさを知るとともに、技術・戦術を学ぶ 

対象 小学 1-6年生 回数 通年：全 36回 

 

 

◇会場 

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 

活動期間 2020年 4月-2021年 3月 

持ち物 ：屋内運動靴（靴底があめ色又は白色）、スクールユニフォーム、水筒（水に限る） 

駐車場 ：無料駐車場完備 

 

 

◇クラス割 

 月曜日 火曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

クラス 

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

U5/6 U5/6  U5/6 U5/6 

クラス 

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

U9/10A U7/8/9 U7/8 U7/8/9 U7/8A 

クラス 

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

U11/12A U10/11/12 U9/10 U10/11/12  

  



 

 

◇会費 

入会セット 

年会費 

※スポーツ保険含む 
4,000円 

スクールユニフォーム 

※新規入会のみ必須 
ゲームシャツ・ゲームパンツ・ストッキング 10,000円 

月会費 

クラス カテゴリー 対象 週 1回 週 2回 週 3 

スタンダードクラス 

U5/6 年中/年長 4,500円 8,000円 12,000円 

U7/8 小学 1-2年生 

5,000円 9,000円 13,500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 

アドバンスクラス U7/8 小学 1-2年生 

6,000円 - - アドバンスクラス U9/10 小学 3-4年生 

アドバンスクラス U11/12 小学 5-6年生 

スタンダードクラス+アドバンスクラス - 10,000円 - 

※その他のクラス組み合わせにつきましては、サッカースクール事務局までお問い合わせください。 

※兄弟割・・・下のお子様の月会費のみが半額になります。 

  

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 



 

北海道スポーツ専門学校 SPORTSBOX会場 

スタンダードクラス 

サッカーを楽しみながら上達する 

対象 年中-小学 2年生 回数 通年：全 36回 

◇会場 

会場 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 

活動期間 2020年 4月-2021年 3月 

持ち物 ：屋内運動靴（靴底があめ色又は白色）、スクールユニフォーム、水筒（水に限る） 

駐車場 ：お客様用駐車場はありません。 

◇クラス割 

 火曜日 

クラス 

15:00-15:50 

U5/6 

クラス 

16:00-17:00 

U7/8 

◇会費 

入会セット 

年会費 

※スポーツ保険含む 
4,000円 

スクールユニフォーム 

※新規入会のみ必須 
ゲームシャツ・ゲームパンツ・ストッキング 10,000円 

月会費 

クラス カテゴリー 対象 週 1回 

スタンダードクラス 

U5/6 年中/年長 4,500円 

U7/8 小学 1-2年生 5,000円 

※その他のクラス組み合わせにつきましては、サッカースクール事務局までお問い合わせください。 

※兄弟割・・・下のお子様の月会費のみが半額になります。 

  

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 



 

ばんけい会場 

スタンダードクラス 

サッカーを楽しみながら上達する 

対象 年中-小学 6年生 回数 全 36回 

◇会場 

会場 

夏期：ばんけいサッカー場 札幌市中央区盤渓 433-3 

冬期：ロコエスタディオ 月・水・木・金曜日 札幌市南区石山 2条 2丁目 5-11 

冬期：ほのかアリーナ 火曜日 札幌市手稲区富丘 3条 2丁目 10 

活動期間 夏期：2020年 4月-2020年 11月 13日  冬期：2020年 11月 16日-2021年 3月 

持ち物 ：屋外運動靴（スパイク可）、スクールユニフォーム、水筒（水に限る） 

※ロコエスタディオ、ほのかアリーナは屋内運動靴（靴底があめ色又は白色） 

駐車場 ：無料駐車場完備 

◇クラス割 

◇会費 

入会セット 

年会費 

※スポーツ保険含む 
4,000円 

スクールユニフォーム 

※新規入会のみ必須 
ゲームシャツ・ゲームパンツ・ストッキング 10,000円 

月会費 

クラス カテゴリー 対象 週 1回 週 2回 週 3 

スタンダードクラス 

U5/6 年中/年長 4,500円 8,000円 12,000円 

U7/8/9/10/11/12 小学 1-6年生 5,000円 9,000円 13,500円 

※その他のクラス組み合わせにつきましては、サッカースクール事務局までお問い合わせください。 

※兄弟割・・・下のお子様の月会費のみが半額になります。  

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

夏期 

時間 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:20 16:30-17:30 

クラス U10/11/12 U9/10 U7/8/9 U7/8 U5/6 U7/8 

冬期 

時間 17:00-18:00 17:30-18:30 17:00-18:00 16:55-17:55 17:00-17:50 17:00-18:00 

クラス U10/11/12 U9/10 U7/8/9 U7/8 U5/6 U7/8 

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 



 

◇ばんけい会場無料送迎バス（円山公園駅 1番出口～各会場） 

【ばんけい会場スクールバス送迎に関しての注意事項】 

1. バス待機時 

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。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。 

2. バス降車時 

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 

※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。 

 

問い合わせ先：011-213-9733 

 

  

  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 16:00 16:50 16:00 16:00 16:00 

帰り出発 18:10 18:40 18:10 18:10 18:10 



 

ほのか会場 

スタンダードクラス 

サッカーを楽しみながら上達する 

対象 年中-小学 3年生 回数 全 36回 

◇会場 

会場 ほのかアリーナ 札幌市手稲区富丘 3条 2丁目 10 

活動期間 2020年 4月-2021年 3月 

持ち物 ：屋内運動靴、スクールユニフォーム、水筒（水に限る） 

駐車場 ：無料駐車場完備 

◇クラス割 

 火曜日 水曜日 土曜日 日曜日 

クラス 

15:30-16:20 16:25-17:25 16:30-17:30 9:00-9:50 9:55-10:55 11:00-12:00 12:30-13:20 13:30-14:30 

U5/6 U7/8 U7/8/9 U5/6 U7/8 U9/10 U5/6 U7/8/9 

◇会費 

入会セット 

年会費 

※スポーツ保険含む 
4,000円 

スクールユニフォーム 

※新規入会のみ必須 
ゲームシャツ・ゲームパンツ・ストッキング 10,000円 

月会費 

クラス カテゴリー 対象 週 1回 週 2回 週 3 

スタンダードクラス 

U5/6 年中/年長 4,500円 8,000円 12,000円 

U7/8/9/10 小学 1-4年生 5,000円 9,000円 13,500円 

※その他のクラス組み合わせにつきましては、サッカースクール事務局までお問い合わせください。 

※兄弟割・・・下のお子様の月会費のみが半額になります。 

  

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 



 

料金（札幌校）                                                               

スクール新規入会の方は、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。 

※当スクールは月会費前払い制となっており、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。 

 

入会セット 

年会費※年度毎 4,000円 

スクールユニフォーム 

※新規入会のみ必須 

ゲームシャツ 

ゲームパンツ 

ストッキング 

10,000円 

月会費 

スタンダードクラス 

カテゴリー 対象 週 1回 週 2回 週 3 

U5/6 年中/年長 4,500円 8,000円 12,000円 

U7/8/9/10/11/12 小学 1-6年生 5,000円 9,000円 13,500円 

アドバンスクラス 

カテゴリー 対象 週 1回 

U7/8/9/10/11/12 小学 1-6年生 6,000円 

ゲームクラス 

カテゴリー 対象 週 1回 

U9/10/11/12 小学 3-6年生 4,000円 

※週回数・ご兄弟様ご入会によって割引がございます。 

※クラスの併用、会場の併用をご希望の方は、サッカースクール事務局までご連絡ください。 

◇スクールウェア 

新規入会時必須購入 

・ウェアセット（シャツ・パンツ・ストッキング） 【サイズ】 下記各サイズより選択 10,000円 

任意購入 

・ピステセット（ピステトップ・パンツ） 【サイズ】 130・140・150・160・SS・S・M 15,000円 

追加購入 

・ゲームシャツ 【サイズ】 100・110・120・130・140・150・160・SS・S・M 5,600円 

・ゲームパンツ 【サイズ】 100・110・120・130・140・150・160・SS・S・M 4,000円 

・ストッキング 【サイズ】 19-21・22-24・25-27 1,300円 

・ウェアセット（シャツ・パンツ・ストッキング） 【サイズ】 上記各サイズより選択 10,000円 

  

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 



 恵庭校・岩見沢校                                                                   

恵庭校 

スタンダードクラス 

サッカーを楽しみながら上達する 

対象 年中-小学 6年生 回数 通年：全 36回 

◇会場 

会場 福住屋内運動広場 恵庭市福住町 1丁目 21-24 

活動期間 2020年 4月-2021年 3月 

持ち物 ：屋内運動靴、スクールユニフォーム、水筒（水に限る） 

駐車場 ：無料駐車場完備 

◇クラス割 

 水曜日 

クラス 

16:20-17:10 17:20-18:20 18:30-19:30 

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

◇会費 

入会セット 

年会費 

※スポーツ保険含む 
4,050円 

スクールユニフォーム 

※新規入会のみ必須 
ゲームシャツ・ゲームパンツ・ストッキング 10,000円 

月会費 

クラス カテゴリー 対象 週 1回 

スタンダードクラス 

U5/6 年中/年長 4,050円 

U7/8/9/10/11/12 小学 1-6年生 4,500円 

※その他のクラス組み合わせにつきましては、サッカースクール事務局までお問い合わせください。 

※兄弟割・・・下のお子様の月会費のみが半額になります。 

  

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 



 

岩見沢校 

スタンダードクラス 

サッカーを楽しみながら上達する 

対象 年中-小学 4年生 回数 全 36回 

◇会場 

会場 夏期：北海道教育大学岩見沢校多目的活動施設 人工芝サッカー場 岩見沢市緑が丘 2-34 

 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 

活動期間 夏期：2020年 4月-2021年 10月  冬期：2020年 11月-2021年 3月 

持ち物 ：屋外運動靴（スパイク可）、スクールユニフォーム、水筒（水に限る） 

※冬期会場は屋内運動靴（靴底があめ色又は白色） 

駐車場 ：無料駐車場完備 

◇クラス割 

時間 木曜日 

クラス 

15:30-16：20 16:30-17:30 

U5/6 U7/8/9/10 

◇会費 

入会セット 

年会費 

※スポーツ保険含む 
4,000円 

スクールユニフォーム 

※新規入会のみ必須 
ゲームシャツ・ゲームパンツ・ストッキング 10,000円 

月会費 

クラス カテゴリー 対象 週 1回 

スタンダードクラス 

U5/6 年中/年長 4,050円 

U7/8/9/10 小学 1-4年生 4,500円 

※その他のクラス組み合わせにつきましては、サッカースクール事務局までお問い合わせください。 

※兄弟割・・・下のお子様の月会費のみが半額になります。 

  

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 



 

料金（恵庭校・岩見沢校）                                                                      

スクール新規入会の方は、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。 

※当スクールは月会費前払い制となっており、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。 

 

 

 

入会セット 

年会費※年度毎 4,000円 

スクールユニフォーム 

※新規入会のみ必須 

ゲームシャツ 

ゲームパンツ 

ストッキング 

10,000円 

月会費 

通常クラス 

カテゴリー 対象 週 1回 

U5/6 年中/年長 4,050円 

U7/8/9/10/11/12 小学 1-6年生 4,500円 

※ご兄弟様ご入会によって割引がございます。 

 

◇スクールウェア 

新規入会時必須購入 

・ウェアセット（シャツ・パンツ・ストッキング） 【サイズ】 下記各サイズより選択 10,000円 

任意購入 

・ピステセット（ピステトップ・パンツ） 【サイズ】 130・140・150・160・SS・S・M 15,000円 

追加購入 

・ゲームシャツ 【サイズ】 100・110・120・130・140・150・160・SS・S・M 5,600円 

・ゲームパンツ 【サイズ】 100・110・120・130・140・150・160・SS・S・M 4,000円 

・ストッキング 【サイズ】 19-21・22-24・25-27 1,300円 

・ウェアセット（シャツ・パンツ・ストッキング） 【サイズ】 上記各サイズより選択 10,000円 

 

 

  

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 



 

旭川校 

スタンダードクラス 

サッカーを楽しみながら上達する 

対象 年中-小学 4年生 回数 通年：全 36回 

◇会場 

会場（夏期） 
グリーンヒルスポーツクラブ 水 旭川市緑ヶ丘東 1条 2丁目 1-11 

東川ゆめ公園サッカー場 火・木 上川郡東川町西 3-北 7 

会場（冬期） 

旭川市末広地域活動センターあつま～る 火 札幌市東区東雁来 12条 3丁目 1-1 

グリーンヒルスポーツクラブ 水・木 旭川市緑ヶ丘東 1条 2丁目 1-11 

東川町 B＆G海洋センタ- 金 上川郡東川町北町 1丁目 7-1 

活動期間 夏期：2020年 4月-2020年 10月  冬期：2020年 11月-2021年 3月 

持ち物 ：屋外運動靴（スパイク可）、スクールユニフォーム、水筒（水に限る） 

※あつま～る、グリーンヒル、東川 B&G海洋センターは屋内運動靴（靴底があめ色又は白色） 

駐車場 ：無料駐車場完備 

◇クラス割 

◇会費 

入会セット 

年会費 

※スポーツ保険含む 
4,000円 

スクールユニフォーム 

※新規入会のみ必須 
ゲームシャツ・ゲームパンツ・ストッキング 10,000円 

月会費 

クラス カテゴリー 対象 週 1回 週 2回 週 3 

スタンダードクラス 

U5/6 年中/年長 3,000円 5,000円 7,500円 

U7/8/9/10 小学 1-4年生 3,500円 6,000円 9,000円 

※その他のクラス組み合わせにつきましては、サッカースクール事務局までお問い合わせください。 

※兄弟割・・・下のお子様の月会費のみが半額になります。 

  

  火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

夏期 

時間 15:30-16:20 16:30-17:30 15:30-16:20 16:30-17:30 15:30-16:20 16:30-17:30  15:30-16:20 16:30-17:30 

クラス U5/6 
U7/8 

U5/6 U7/8 U5/6 
U7/8  

U5/6 
U7/8 

U9/10 U9/10  U9/10 

冬期 

時間 15:30-16:20 16:30-17:30 15:30-16:20 16:30-17:30 15:15-16:20 16:15-17:15 17:20-18:20 15:00-15:50 15:55-16:55 

クラス U5/6 U7/8 U5/6 U7/8 U5/6 U7/8 U9/10 U5/6 
U7/8 

U9/10 

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 



 

士別校 

スタンダードクラス 

サッカーを楽しみながら上達する 

対象 年中-小学 2年生 回数 夏期：全 15回 

◇会場 

会場 天塩川サッカー場 士別市東山町天塩川河川敷 

活動期間 夏期：2020年 5月-2021年 9月 

持ち物 ：屋外運動靴（スパイク可）、スクールユニフォーム、水筒（水に限る） 

※冬期会場は屋内運動靴（靴底があめ色又は白色） 

駐車場 ：無料駐車場完備 

◇クラス割 

時間 金曜日 

クラス 

15:00-15：50 16:00-17:00 

U5/6 U7/8 

◇会費 

入会セット 

年会費 

※スポーツ保険含む 
4,000円 

スクールユニフォーム 

※新規入会のみ必須 
ゲームシャツ・ゲームパンツ・ストッキング 10,000円 

月会費 

クラス カテゴリー 対象 週 1回 

スタンダードクラス 

U5/6 年中/年長 3,000円 

U7/8 小学 1-2年生 3,500円 

※その他のクラス組み合わせにつきましては、サッカースクール事務局までお問い合わせください。 

※兄弟割・・・下のお子様の月会費のみが半額になります。 

  

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 



釧路校 

［大楽毛会場・釧路町会場・柏木町会場・ひぶな会場］ 

スタンダードクラス 

サッカーを楽しみながら上達する 

対象 年中-小学 4年生 回数 通年：全 36回 

◇会場 

通年 

大楽毛会場 ポリテクセンター釧路 釧路市大楽毛南 4-5-57 

柏木町会場 旧柏木小学校体育館 釧路市柏木町 11-15 

ひぶな会場 ひぶな幼稚園屋内施設 釧路市柏木町 11-1 

夏期のみ 釧路町会場 釧路町運動公園 多目的広場 釧路町別保原野南 23線 105-1 

冬期のみ 釧路町会場 釧路町コミュニティセンター 釧路町木場 1丁目 2番地 

活動期間 夏期：2020年 5月-2020年 10月  冬期：2020年 4月・2020年 11月-2021年 3月 

持ち物 ：屋内運動靴（靴底があめ色又は白色）、スクールユニフォーム、水筒 

※釧路町運動公園多目的広場は屋外運動靴（スパイク可） 

駐車場 ：無料駐車場完備 

◇クラス割 

◇会費 

入会セット 

年会費 

※スポーツ保険含む 
4,000円 

スクールユニフォーム 

※新規入会のみ必須 
ゲームシャツ・ゲームパンツ・ストッキング 10,000円 

月会費 

クラス カテゴリー 対象 週 1回 週 2回 週 3 

スタンダードクラス 

U5/6 年中/年長 3,000円 5,000円 7,500円 

U7/8/9 小学 1-3年生 3,500円 6,000円  

U10/11/12 小学 4-6年生 3,500円   

※その他のクラス組み合わせにつきましては、サッカースクール事務局までお問い合わせください。 

※兄弟割・・・下のお子様の月会費のみが半額になります。 

  

 夏期 
大楽毛会場 釧路町会場 ひぶな 柏木町会場 

釧路町会場 

 冬期 柏木町会場 

  月曜日 火曜日 水曜日 金曜日 

夏期 

時間 16:00-16:50 17:00-18:00 15:30-16:20 16:30-17:30 13:30-14:20 16:30-17:30 15:30-16:20 

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

冬期 

時間 16:00-16:50 17:00-18:00 15:30-16:20 16:30-17:30 13:30-14:20 16:30-17:30 15:30-16:20 

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

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 



 

中標津校 

スタンダードクラス 

サッカーを楽しみながら上達する 

対象 年中-小学 2年生 回数 全 36回 

◇会場 

会場（夏期） 中標津町運動公園 中標津町丸山 2丁目 1-18 

会場（冬期） 中標津町総合体育館 中標津町緑ヶ丘 6-3 

活動期間 夏期：2020年 6月-2020年 9月 冬期：2020年 5月-6月 2020年 10月-2021年 3月 

持ち物 ：屋外運動靴（スパイク可）、スクールユニフォーム、水筒（水に限る） 

※冬期会場は屋内運動靴（靴底があめ色又は白色） 

駐車場 ：無料駐車場完備 

◇クラス割 

時間 金曜日 

クラス 

15:30-16：20 16:30-17:30 

U5/6 U7/8 

◇会費 

入会セット 

年会費※スポーツ保険含む 4,000円 

スクールユニフォーム※新規入会のみ必須 ゲームシャツ・ゲームパンツ・ストッキング 10,000円 

月会費 

クラス カテゴリー 対象 週 1回 

スタンダードクラス 

U5/6 年中/年長 3,000円 

U7/8/ 小学 1-2年生 3,500円 

※その他のクラス組み合わせにつきましては、サッカースクール事務局までお問い合わせください。 

※兄弟割・・・下のお子様の月会費のみが半額になります。 

  

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 



 

 

 

 

料金（室蘭・旭川・士別・釧路・中標津・根室校）                                                     

スクール新規入会の方は、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。 

※当スクールは月会費前払い制となっており、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。 

 

 

 

 

入会セット 

年会費※年度毎 4,000円 

スクールユニフォーム 

※新規入会のみ必須 

ゲームシャツ 

ゲームパンツ 

ストッキング 

10,000円 

月会費 

通常クラス 

カテゴリー 対象 週 1回 週 2回 週 3回  

U5/6 年中/年長 3,000円 5,000円 7,500円 

U7/8/9 

U10/11/12 

小学 1・2・3年生 

小学 4・5・6年生 
3,500円 6,000円 9,000円 

 

※ご兄弟様ご入会によって割引がございます。 

 

◇スクールウェア 

新規入会時必須購入 

・ウェアセット（シャツ・パンツ・ストッキング） 【サイズ】 下記各サイズより選択 10,000円 

任意購入 

・ピステセット（ピステトップ・パンツ） 【サイズ】 130・140・150・160・SS・S・M 15,000円 

追加購入 

・ゲームシャツ 【サイズ】 100・110・120・130・140・150・160・SS・S・M 5,600円 

・ゲームパンツ 【サイズ】 100・110・120・130・140・150・160・SS・S・M 4,000円 

・ストッキング 【サイズ】 19-21・22-24・25-27 1,300円 

・ウェアセット（シャツ・パンツ・ストッキング） 【サイズ】 上記各サイズより選択 10,000円 

 

 

  

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 

※すべて税抜価格 



体験～入会の流れ                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

メール受信後、入会月直近日から 

レッスン開始 

入
会
手
続
き 

1. HPから体験申込！ 

2. 「体験案内メール」を受け取ります 

  ※自動配信 

3. 体験日に会場へ 

  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（芝の場合は、水のみ） 

4. コーチにお名前を伝えてください 

無料体験レッスン開始 

無料体験レッスン終了後 

1. スクール入会案内をお渡しします 

2. 入会申込・同意事項確認 

無
料
体
験
レ
ッ
ス
ン
に
参
加 

入
会
手
続
き
完
了 

1. 「入会案内メール」を受け取る 



会費徴収について                                                                      

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致します。 

 

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 札幌市西区宮の沢 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）月会費・維持費等の集金は、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。 

 

  



会員サイト・一斉メールについて                                                                     

 

＜会員サイト＞ 

■会員サイトご利用時間は 6:00～24:00です。 

入会お申込み後、メールにて会員サイト URLをお送りします。 

 

■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致します。 

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) 

・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出来ます。 

・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致します。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。 

 

■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致します。 

全校対象＜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。 

札幌校対象＜振替申請＞欠席日より前後 1 ヵ月で行うことができます。 

※欠席申請と振替申請は同時に行うことができます。 

 

 

＜一斉メール＞ 

■コンサドーレサッカースクールからのご連絡を一斉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致します。 

 

announce@meikonet-ss.jp 

school@consadole.gr.jp 

 

■雨天中止の際などは会員サイトのお知らせ欄更新後、一斉送信で中止のメールをお送りしています。 

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。 

 

 

 

 


