
センアーノ神戸スクール

総 合 案 内

日本

会場 六アイフットサルスタジアム

（神戸市東灘区向洋町東１丁目）

時間 毎週水曜日 ①16:00-17:00 ②17:00-18:00

対象 ①幼児～小学年２年 【エンジョイ】

②小学３年～６年 【エンジョイ】

入会金； ３０９０円

年会費； ３０９０円

月会費； ４６３５円

（バス利用月会費）

アイランド外５６６５円、アイランド内５１５０円

バス利用者は月会費が異なります

会場 神戸市西区岩岡 ドリームステップグランド

時間 毎週水曜日 ①16:30-17:30 ②18:00-19:30 

毎週木・金曜日 ③18:00-19:30 

対象 ① 幼児 【アカデミー】

②、③ 小学２年～６年生 【アカデミー】

入会金； ３０９０円

年会費； １０３０円
月会費； ４１２０円
（６１８０円/２回、７７２５円/３回）

会場 カネディアンアカデミーネスレフィールド

（神戸市東灘区向洋町中１丁目）

時間 毎週金曜日 18:00-19:00

対象 幼児～小学３年 【アカデミー】

入会金； ３０９０円

年会費； ３０９０円

月会費； ５１５０円 （バス利用月会費） ６１８０円

会場 カネディアンアカデミーネスレフィールド

（神戸市東灘区向洋町中１丁目）

時間 毎週金曜日 18：00-19：00

対象 小学４年～６年 【アカデミー】

入会金； ３０９０円

年会費； ３０９０円

月会費； ５１５０円 (バス利用月会費) ６１８０円

会場 六アイフットサルスタジアム

（神戸市東灘区向洋町１丁目）

時間 毎週金曜日 16:00-17:00

対象 幼児～小学低学年 【エンジョイ】

入会金； ３０９０円

年会費； ３０９０円

月会費； ４６３５円

会場 瀬戸公園球技場(クレー)

（神戸市東灘区魚崎南町）

時間 毎週月曜日・金曜日 15：45-17：
00

対象 幼児～小学２年【エンジョイ】

入会金； ３０９０円

年会費； １０３０円
チケット制；１１回/１０３００円、１回/１０３０円

会場 デウソン神戸フットサルコートPo-ai
（神戸市中央区港島９－１）
時間 毎週火曜日 ①17:00-18:00 ②18:00-19:00

対象 ①幼児～小学３年 【エンジョイ】

②３年生～ 【アカデミー】
入会金； ３０９０円 年会費； ３０９０円

月会費； ４６３５円

(バス利用月会費)

ポーアイ外 ５６６５円 、ポーアイ内 ５１５０円
バス利用者は月会費が異なります。

会場 コープ健康プラザ体育館３Ｆ

（神戸市東灘区田中町）

時間 毎週水曜日 ①15:30-16:30

②16:10-17:30                 

対象 ①幼児～小学１年 【エンジョイ】

②小学２年～５年 【エンジョイ】

入会金； ３０９０円

年会費； １０３０円

月会費； ４６３５円

会場 （火）カネディアン(水)六甲運動公園
（神戸市東灘区向洋町中１丁目）
時間 毎週火曜日①16:30-18:30 ②17:30-19:30

毎週水曜日①16:00-18:00 ②17:30-19:30
毎週金曜日②17：30-19：30

対象 ①小学１年～３年 【アカデミー】
②小学４年～５年 【アカデミー】
※金曜日は５年生・６年生のみ

入会金；(火、水) ３０９０円
年会費；(火・金) ３０９０円 (水)１０３０円
月会費；(火・金) ４６３５円 (水)４１２０円

会場 西宮市川添グラウンド

時間 毎週木曜日 17：00-18：10

対象 小学１年～６年 【アカデミー】

入会金； ３０９０円

年会費； １０３０円

月会費； ５９４０円

会場 六甲アイランド内

時間 ①毎週土曜

②毎週日曜日 9:00-10:30

対象 ①小学４～６年

②年長～小学３年

月会費； ３カ月 ６４８０円

（コープ神戸より委託の為確認）

会場 西宮市川添グラウンド

時間 毎週木曜日 ①16：00～17：00

②16：15～17：45

対象 ①幼児～小学１年生 【エンジョイ】

②小学２～６年生 【エンジョイ】

入会金； ３０９０円

年会費； １０３０円

月会費； ４１２０円

会場 セレゾン6-aiフットサルクラブ

（神戸市東灘区向洋町中８丁目）

時間 毎週日曜日 18:00-19：00

入会金； ３０９０円

年会費； 大人 ３０９０円 中学生以下 １０３０円

以下よりどちらかを選択いただけます。

月会費制； ４１２０円/１か月

チケット制；１５４５０円/１１回分

会場 六アイフットサルスタジアム

（神戸市東灘区向洋町１丁目）

時間 毎週金曜日 11：00-12：00

対象 女性（未経験者歓迎） 【エンジョイ】

入会金； ３０９０円

年会費； ３０９０円

チケット制； １０８００円/１１回分

会場 日本スポーツ夢クラブ事務所２F

（神戸市東灘区向洋町中１丁目９番）

時間 毎週木曜日 16:00-16:50 

対象 幼児

入会金； ３０９０円

年会費； １０３０円

月会費； ４１２０円

会場 日本スポーツ夢クラブ事務所２F

（神戸市東灘区向洋町中１丁目９番）

時間 毎週水・金曜日 ①10:00-12:00

②17:00-19:00

対象 ①大人②小学２年生～中学３年生

入会金； ３０９０円

年会費； ２０６０円

月会費； 週１回 ５１５０円

週２回 ７７２５円

会場 ミズノフットボールクラブ芦屋浜

時間 毎週火曜日 ①17:00-18:10

②17：00-18:30

対象 ①幼児～小学２年生 【エンジョイ】

②３年生～ 【アカデミー】

入会金； ３０９０円 年会費； ３０９０円

月会費； ５６６５円

（バス利用月会費）芦屋浜内外 ６６９５円

住所：日本スポーツ夢クラブ事務所２F

（神戸市東灘区向洋町中１丁目９番）

TEL： ０７８－８５８－６９６１

FAX： ０７８ー８５８－６１５５

ご連絡、お問合せ等お待ちしています。


