
 

豊橋市西小鷹野4丁目2-8 
TEL.0532-63-8818

グランドパシフィックスポーツ倶楽部

豊川市蔵子6丁目14-20
TEL.0533-86-1167

パシフィックスポーツ倶楽部 豊川

豊橋市上野町新上野52
TEL.0532-46-9775

パシフィックスポーツ倶楽部 豊橋

豊川市小田渕町２丁目13-1 
TEL.0533-84-8812

パシフィックテニス倶楽部

豊川市野口町宇当1-1
TEL.0533-88-5432

パシフィックゴルフセンター

豊川市蔵子５丁目13-1 
TEL.0533-85-9850

パシフィックスタジアム

「もっと楽しく！」「もっと自由に！」生活に彩りを添えるさまざまな施設を運営しています。
検索パシフィックスポーツクラブ パシフィックスポーツクラブ（グランドパシフィックスポーツ倶楽部、パシフィックスポーツ倶楽部 豊川、パシフィックスポーツ倶楽部 豊橋、

パシフィックテニス倶楽部、パシフィックゴルフセンター、パシフィックスタジアム）は、岡田建設株式会社グループです。

習い事をおさが
しなら！・・・



1歳0ヶ月から3歳0ヶ月までのお子さんと、その保護者様を対
象に、楽しく水に親しむことで、子どもの発育・発達を促しま
す。親子のスキンシップを強めるとともに、母親からの自立を
目標としています。

親子コース

●登録費／ 2,200円　●利用料／ 1回につき550円

パシフィックスポーツクラブ ⬅WEBは　こちら

※施設によってレッスンの内容や日時、月謝・入会金などが異なります。詳しくはWEBサイトをご覧いただくか、各施設にお問い合わせください

子どもスイミング

メンバーズ会員 スポーツ・カルチャースクール

子どもたちのココロも育てる
水泳指導で
地域No .1のスイミングクラブを
目指しています

スポーツ空手道 グ 川 橋 カワイ体育教室 グ 川

キッズダンス グ 川 橋リトルフェアリー新体操 グ 橋

子ども運動教室 P-FIT 川 橋

ジャズダンス 橋

バレエ グ 川 橋

ピアノ グ 川

ボクシング 川 学研教室 橋華道 グ 川

書道 グ 川

プールプログラム グ 川 橋

フリースイミング グ 川 橋

大人
スイミングスクール

グ 川 橋アクアプログラム グ 川 橋

川サウナ グ

スタジオプログラム グ 川 橋 アスレチックジム 川グ

人工日焼け 川

「がんばるココロを育てたい！」を合言葉に
最後まで泳ぎきる達成感、泳ぎを身に付け上達する喜び、

ライバルに勝ちたいという気持ち、

思いは一人ひとり違ってもがんばるココロはみんな一緒。

そんな「がんばるココロ」を育てていきたいと思っています。

4泳法をマスターしたいお子さんの為のクラスです。
背泳・クロール・バタフライ・平泳ぎの4種目を目標とし、健全
なバランスの取れた身体の骨格づくりと運動の基礎体力づく
りを目指します。

中級コース

●入会金／5,500円　●月謝／7,700円＜週1回＞、11,000円＜月8回＞

本格的な水泳トレーニングを行うクラスです。水泳を通じて向
上心・礼儀・忍耐力の養成、大会に出場し自己記録へ挑戦、
部活動での好成績へ繋がる体力づくりを目指すコースです。
全国大会を目指す選抜コースもあります。

選手コース

●入会金／ 5,500円　●月謝／ 7,700円～

4泳法をさらにレベルアップしたいお子さんの為のクラスで
す。100メートル個人メドレーとスタート、ターンの技術を身
につけます。それぞれの泳力に応じて3クラスに分かれ、順次
進級していきます。

上級コース

●入会金／5,500円　●月謝／7,700円＜週1回＞、11,000円＜月8回＞

泳ぎの基本をマスターしたいお子さんの為のクラスです。
水慣れ、浮身からスタートし、水泳の基礎をじっくりマスター
します。最終的にはクロールで25メートル泳げるようにするこ
とを目標とします。

初級コース

●入会金／5,500円　●月謝／7,700円＜週1回＞、11,000円＜月8回＞

※価格はすべて税込です　※詳しくは上記QRコードからWEBサイトをご覧ください

●入会金／ 5,500円
●月　謝／ 4,400円～ ●入会金／ 5,500円

●月　謝／ 4,400円～

※価格はすべて税込です　※詳しくは上記QRコードからWEBサイトをご覧ください ※価格はすべて税込です　※詳しくは上記QRコードからWEBサイトをご覧ください

グ ＝グランドパシフィック 川 ＝パシフィック 豊川 橋 ＝パシフィック 豊橋

まずは体験会へGO！
子どもの習い事 予約・お問い合わせはこちら

※ご希望の店舗を選択ください

メンバーズ会員も体験会
受付中！※施設により内容や単価が異なります。

　詳しくは各施設へお問い合わせください。
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時間内は回り放題！

ジュニアレッスン 一般レッスン

パシフィックテニス  楽部

パシフィックゴルフセンター

パシフィックスタジアム
バッティングセンター

⬅WEBは　こちら

⬅WEBは　こちら

⬅WEBは　こちら

今よりもっと輝く
充実したテニスライフを
応援します

初心者から上級者まで
ゴルフがもっと楽しくなる

ゆったり7打席の
バッティングセンター
目指せ未来のスラッガー

初心者・女性向き。東三河唯一のソフトボールマシン。1

中～上級者向き。一番広々とした打席です。7

中級者向き。ガンガン打てて楽しい打席です。6

上級者向き。当店最速140kmはこの打席。5

上級者向き。こちらも東三河唯一の硬式バッティングマシン。4

中級者～上級者向き。東三河唯一の硬式バッティングマシン。3

初心者～中級者向き。2
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バッティングコーナー通路 入り口

ジュニアクラス 高校生強化
クラス

ソフトテニス
クラス

5歳（年長）～中学3年生ま
で5つのレベルに分かれて
います。年齢や体型に合わ
せたボール・ラケットを使
用してレッスンを行う、日
本テニス協会推奨の「プレ
イ&ステイ」を導入。楽し
みながら上達できます。

高校からテニスを
始める方、ソフトテ
ニス・硬式テニス経
験者も安心。経験
豊富なコーチと大
会上位進出を目指
します。

中学1～3年生対
象。部活で練習量
が足りない方や、試
合で勝ちたい方も
レベルに合わせて
指導します。

●入会金／ 5,500円
●月　謝／ 6,600円

●入会金／ 5,500円
●月　謝／ 8,800円

●入会金／ 5,500円
●月　謝／ 8,250円

経験者クラス初心者
クラス

初級～上級クラスまで
レベルに合ったコースを
お選びいただけます。試
合に勝ちたい、一緒に
楽しめる仲間を作りた
い、運動不足を解消し
たいなどあらゆるニー
ズにお応えします。

テニスが初めて
の方、運動が苦
手な方も安心。ラ
ケットの握り方か
ら基本のフォーム
を丁寧に指導し
ます。

●入会金／ 5,500円
●月　謝／ 7,700円～

ママレッスン

スクール生のお子様を持
つお母さんが、お子様の
レッスン中に隣のコート
で受けられます。気軽に
楽しく、そして低料金でテ
ニスを楽しむことがで
き、健康維持やストレス
発散にも最適です。

●入会金／ 0円
●月　謝／ 3,300円

●入会金／5,500円
●月　謝／6,050円～

※価格はすべて税込です　※詳しくは上記QRコードからWEBサイトをご覧ください

※価格はすべて税込です　※詳しくは上記QRコードからWEBサイトをご覧ください

硬式・軟式・ソフトボール3種類の球が打てる！

打席案内

ミニコース

タフな打ち上げ・打ち下ろしありの全9Ｈのミニコースは、
昼間はもちろんナイターも回り放題。
上級者のアプローチやパッティング練習、初心者の練習ラ
ウンドに最適です。

ODA GOLF SCHOOL 開講中！

●利用時間 10:00 ～ 21:00

●利用料金 平　　日 1,000円
土日祝日 1,500円
ナイター +500円※18時～

● 会 員 制 月会員：6,000円　年会員：50,000円

１回無料体験レッスン 随時受付中！

※お子様がスクール生の場合



R3.8月パシフィック豊橋のプールにて撮影

開放感
あふれるプール

プールの天井は高く、コース
数も6～7コースで広々。
UVカットフィルムガラスの屋
根で明るくとても開放的で
す。スクール中のお子様の様
子を見守れる観覧席も完備。

プールの水はいつもきれい。
豊橋クラブは「ナノ水」、グラ
ンド・豊川クラブは「バイオセ
ラミックろ過水」を使用してい
るので、透明度バツグン！

水へのこだわり

パシフィックは　ココがいいね！

スポーツクラブ

テニスクラブ ゴルフセンター

スタジアム

「かばさんプール」で地元に愛されて37年。
3世代が通う老舗のスポーツクラブ。
子どもスイミングには
たくさんの「いいね」がいっぱい！

ハードコート3面・オムニコート4面の計7面の屋外コート、室内オートテニス場
を完備した100％テニスに打ち込める環境を提供します。
プロショップ内は各メーカー充実の品揃え。ゴーセン認定のストリンガー「張人」
在籍で、お客様一人ひとりに最適なガットを高いクオリティで張り上げます。
テニススクールは開放感のあるアウトドアコートで少人数制で行います。経験
豊富なコーチ陣がレベルに応じた的確な指導を行うことで、皆様の技術向上を
サポートします。ジュニアから大人、初心者から経験者まであらゆるニーズに
お応えします。

全打席250ヤードの広々としたフェアウェイに、全
61打席オートティーアップを採用。1Fから3Fまで
打席によって異なる打ち心地を楽しめる練習場。
朝10時から夜9時まで楽しめる多彩なミニコース
もご好評いただいております。

硬式・軟式・ソフトボールの3種類の球が打てる
バッティングセンター。球の速度は70～140km
まであり、プロ並の速度が体感できます。左利き
の方にも楽しくプレイしていただけるよう、全7打
席中5打席が左右打席仕様になっています。※プロショップ・ガット張り替えはスクール生以外の方も利用可能です。

スイミング指導力
地域No .1を目指して

35年以上の実績ある指導力と11段階です
ばやく習得できる、パシフィック独自のカリ
キュラムにご好評をいただいております。
進級テストは月に1回行っています。

イベントが充実

子どもスイミングに通うお子様にはスイミング
だけではなく「遠足」「クリスマス会」「スキー
スクール」「ゲーム祭り」など毎年楽しいイベン
トにご参加いただけます。

パパ・ママ
利用サービス

子どもスクールに通っているお子
様のパパ・ママは、いつでも施設
が1回550円（税込）でご利用い
ただけます。

年間
48週制

1ヶ月に必ず4回、年間48回の
レッスンを実施しています。「今
月は3回なのに同じ月謝！？」なん
てことはありません。

お財布にも
やさしい

「年会費」、「事務手数料」、「ビー
ト板の購入」などはありません。


