レアル・マドリード・ファンデーション・フットボール・アカデミー千葉
入学の手引き
2013 年 9 月 22 日

こんにちは！レアル・マドリード・ファンデーション・フットボール・アカデミー千葉（以下レ
アルマドリードアカデミー）へようこそ！！
この用紙は申込書を受領し、登録が完了した保護者の皆様にお送りしております。
入校および通学に際し、下記をご参照下さい。

■練習スケジュール（9 月 22 日現在）
月曜日 16:40～18:00（80 分）トレーニングマッチ（1,2,3 年生）
18:10～19:40（90 分）トレーニングマッチ（4,5,6 年生）
火曜日 16:40～18:00（80 分） 中学年（3,4 年生）
18:10～19:50（100 分）高学年（5,6 年生）
水曜日 16:40～17:50（70 分） 低学年（1,2 年生）
18:10～19:30（80 分）中学年（3,4 年生）
木曜日 16:40～18:00（80 分） 中学年（3,4 年生）
18:10～19:50（100 分）高学年（5,6 年生）
金曜日 16:40～17:50（70 分） 低学年（1,2 年生）
18:10～19:30（80 分）中学年（3,4 年生）

■費用
【初期費用】
入会費:10500 円 (消費税込)
スポーツ安全保険:800 円
ユニフォーム代:8400 円 (消費税込)
(シャツ、パンツ、ソックス、レアル・マドリード・アカデミー公認)
【月額費用】
練習月間 4 回
1、小学低学年クラス

7,350 円(消費税込)

小学校１，２年生

2、小学中学年クラス

8,400 円(消費税込)

小学校３，４年生

3、小学高学年クラス

9,450 円(消費税込)

小学生５，６年生

マルチデー料金表（消費税込） 2013 年 10 月 1 日より
週1回

週2回

週3回

高学生（5,6 年）

¥9,450

¥12,600

¥15,750

中学年（3､4 年）

¥8,400

¥11,550

¥14,700

低学年（1,2 年）

¥7,350

¥10,500

¥13,650

週4回

週5回

¥17,850

¥21,000

※トレーニングマッチも練習と同様の取り扱いとなります。
例）
「練習週 2 回」と「練習＋トレーニングマッチ」は同額となります。
※トレーニングマッチのみに入校は出来ません。

※マルチデー料金の考え方
マルチデー料金は比較的お手頃な料金を設定させて頂いております。
トレーニングマッチに関しましては、昨今の月曜日の祝日化が多く、休校が多いこと、
練習に関しましては、マルチデーの参加により補講が取得しにくくなることによって、所定の
参加回数を下回る可能性を考慮しての割引きとなっております。

【お支払いについて】
・第一回お支払は、9 月 27 日までに、『初期費用および翌月月額費用 1 ヶ月分（10 月分）
』を
下記指定口座にお振込み下さい。ご入金により入校を確定させて頂きます。

(初期費用合計：週 1 回の場合)
・小学低学年クラス

27,050 円(税込み)

・小学中学年クラス

28,100 円(税込み)

・小学高学年クラス

29,150 円(税込み)

（マルチデーの場合、上記金額に差額を合算してお振込み下さい）

みずほ銀行

青山支店

普通２０２６１１０

カ）デスティネーションズ

・入校後、
「自動口座振替サービス」のお申込みにより、毎月 27 日に月額費用を自動引落させ
て頂きます。「自動口座振替サービス」のお申込み方法に関しましては、開校式または郵送にて
別途お知らせ致します。10 月 18 日までに預金口座振替依頼書をご提出頂いた方は、12 月分（11
月 27 日）引落より自動振替サービスが開始されます。
10 月分（9 月 27 日まで）、11 月分（10 月 28 日まで）のお支払いは大変恐縮ですが、お振込み
頂ますようお願い申し上げます。（＝初回振込に加え、もう一度だけお振り込みを頂きます）。

■通学
練習開始時刻 10 分前までには到着して下さい。到着後、練習が開始されるまでは、コート内に
入らず外でお待ち下さい。

■施設利用規則について
当施設の利用に際しては、別紙の「フットボールコミュニティー美浜店」の利用規則に従ってご
利用頂きますようお願い申し上げます。

■練習参加時の注意事
・練習着

原則レアルマドリードアカデミー公認練習用ユニフォームでのご参加となります。
予めご了承下さい。なお、ユニフォームは開校式にて配布致します。

・シューズ

スパイクまたは一般的な運動靴は禁止させて頂きます。
サッカー用トレーニングシューズでご参加下さい。

・メガネ

メガネを着用されているお子様は、落下しないようバンド等で固定できる工夫
をお願い致します。

・飲料水

練習中に水分補給の時間を設けています。各自で飲料水をボトル等に入れてご持参
頂けますようよろしくお願い致します。
（念のためスクールで麦茶はご用意致します）

■雨天時の練習について
元来サッカーは屋外で行うスポーツであることから、原則雨天時でも練習は決行致します。
ただし、低気温や強風など極端な悪天候など、怪我や病気につながる恐れがある場合は、当校の
判断で練習を中止致します。
練習開始の 3 時間前を目安に当校よりご指定のメールアドレスにメールにてお知らせ致します。

■欠席について
練習を欠席する場合は、練習開始時間までに、直接コートにご連絡下さい。
フットボールコミュニティー美浜店

043-246-0490

事前にご連絡頂けた場合は、補講に参加することが出来ます（ただしその他の日に受講出来る練
習の設定がある場合）が、ご連絡がなかった場合は、補講にご参加頂けませんのでご注意下さい。

■補講について
悪天候により当校の判断にて練習を中止した場合、その他当校の都合により練習を休校した場
合、およびスクール生の正当な理由で練習に参加出来ない場合は、補講分の練習に参加頂けます。
補講の予約は、参加希望練習開始時刻の 48 時間前までにお願い致します。
お申込み方法は、レアルマドリードアカデミー事務局
03-6679-2254

または

090-1947-5218

info@gfm-real.com

まで。欠席の連絡先とは違いますのでご注意下さい。

■練習会場への有料直通送迎バス運行
送迎バスは、当初 JR 千葉駅を中心とした送迎を想定しておりましたが、数回に渡る実走実験の
結果、千葉駅周辺道路の混雑が激しく、安定的な運行が困難との判断により、ルートが大幅に変
更になりました。事情をご理解の上、予め御了承のほどお願い申し上げます。
なお、ルートと時刻表は、今後も改定されることが御座いますので、御了承下さい。

□運行会社

株式会社大新東

（担当：飯生＜ｲｲﾉｳ＞・佐藤）

□運行日

9 月 30 日（開校式）より
月曜日～金曜日（練習およびトレーニングマッチ開催日）

□ルート

幕張本郷駅（JR/京成）⇔海浜幕張駅⇔幕張ベイタウン（打瀬３小学校正門前付近）
⇔グラウンド

□乗降場

幕張本郷駅（ロータリー側、陸橋渡り切り、右に階段を下りた駐車場前）
海浜幕張駅（南口出て右手一般車用ロータリー抜けたロッテリア前）
千葉みなと駅（海側ロータリー内）
北高浜公園

（磯辺第二中学校側交差点付近）

□運賃

11 枚綴り回数券

□回数券

※有効期限はありません。

す。

2800 円
※切り離して他人へ譲渡することも可能で

※退会時余った場合は払い戻し致します。
■購入方法
①発注方法

A.HP 右上のお問い合せ「回数券購入」より
B.事務局へ直接メールにて。
C.電話にて。

info@gfm-real.com

03-6679-2254 または

090-1947-5218

②入手方法

ご自宅に普通郵便にてお送り致します。(余裕を持って発注下さい)

■支払方法

a. 「自動口座振替サービス」ご利用の方は、お引き落としにて
b. その他の方はお振込にて（手数料はご負担下さい。入金確認後
に送付致します）

※9 月 30 日の開校式においては、バス乗車時に車内にて販売致しますのでご利用下さい。

□時刻表

１st Practice
16:40

開始の練習

2nd Practice
18:10

開始の練習

JR 幕張本郷＆京成幕張駅

15:35

17:05

JR 海浜幕張駅

15:45

17:15

海浜打瀬小学校

15:55

17:25

美浜打瀬小学校

15:58

17:28

打瀬小学校

16:00

17:30

北高浜公園

16:10

17:40

グラウンド

16:20

17:50

千葉みなと駅

16:25

17:55

グラウンド

16:30

18:00

（16:40～18:00

練習）

（18:10～19:30 練習）

グラウンド

18:10

19:40

千葉みなと駅

18:15

19:45

北高浜公園

18:30

20:00

幕張打瀬３小学校

18:45

20:15

JR 海浜幕張駅

18:55

20:25

JR 幕張本郷＆京成幕張駅

19:05

20:35

（※2nd

Prctice

トレーニングマッチは 10 分、高学年は 20 分繰り下ります）

■9 月 30 日開校式について
開校式は、下記のように開催する予定です。
場所・・・フットボールコミュニティー美浜
受付開始
ユニフォーム配布

（練習コート）

１６：３０より
受付後

１， 開校式開始

１８：３０まで
１８：３０

① アカデミー代表の挨拶
② レアル派遣コーチおよび日本人認定コーチの挨拶
２，記念撮影（全体写真）

１８：５０

３，開校式終了

１９：００

※メディアによる取材が入る場合が御座います。予め御了承のほどお願い申し上げます。

□開校式用

直行バス（有料：回数券をご利用下さい。事前送付が間に合わなかった方は乗車時

車内でご購入頂けます。購入が出来るのは 9 月 30 日のみ）
JR 幕張本郷＆京成幕張駅

15:35

17:05

JR 海浜幕張駅

15:45

17:15

海浜打瀬小学校

15:55

17:25

美浜打瀬小学校

15:58

17:28

打瀬小学校

16:00

17:30

北高浜公園

16:10

17:40

グラウンド

16:20

17:50

千葉みなと駅

16:25

17:55

グラウンド

16:30

18:00

※多少の延着の可能性も御座いますので予め御了承のほどお願い申し上げます。

■初回の練習参加について
１，初回の練習において、特別な手続き等は必要ありません。グラウンドまで直接お越し下さい。
なお、心拍数を上げてからボールに触れることが義務付けられていることから、練習開始前に
コートに入ってボールを扱うことは出来ませんので御了承下さい。
２， 開校式に不参加となりましたスクール生・保護者様に関しましては、初回練習日の練習前
にユニフォームをお渡し致しますので、10 分前になりましたらグラウンド事務所のフロン
トにお越し下さい。

■対外試合について
当校は、協会に登録するクラブチームではありませんので、トーナメントや大会には出場致し
ません。そのため原則的には国内で公式試合は行いません。一方、今般愛知県小牧市の『AC ミ
ランスクール』と提携し、定期的な交流試合を実施していくことで合意致しました。12 月 1 日
には第一回目を開催予定で、千葉校からも希望者を募集し、1 泊 2 日の遠征ツアーを実施予定で
す。詳しくは後日発表致します。AC ミラン、レアルマドリードとも、トップチームとほぼ同じ
デザインのユニフォームですので、それを身にまとってプレーすることによって、お子様の夢が
広がることを期待しております。

■スペイン・マドリードツアー開催
来春 3 月末、レアルマドリードの試合をホームスタジアム『サンチャゴ・ベルナベウ』にて観
戦し、レアルマドリードの総合トレーニング施設『RealMadrid City』の見学、スタジアムツア
ーなど当校スクールならではのオリジナルマドリードツアーを企画致しました。もちろん、マド
リードの観光名所も巡ります。スクール生およびその保護者様が参加可能なオリジナルツアーに
ご期待ください。詳細な日程、価格等につきましては後日発表致します。
（こちらは定期的に開催して参ります。また、近い将来は、欧州各国で開催されているトーナメ
ントへの参戦遠征ツアーも企画しております）

■当校との連絡方法について
＜当校からのご連絡＞
入会申込書において、事務連絡の方法としての即時性を重視し、メールアドレスもしくは携帯ア
ドレスを記入頂きました。今後、一斉メールにてお知らせを流すことが御座いますので予め御了
承下さい。携帯電話・スマートフォン（特に au）の場合、端末のセキュリティレベルの設定に
よっては当校からのお知らせが受信出来ない場合が御座いますのでご注意下さい。
また、当校 HP にて随時情報を更新しておりますので御覧ください。
http://gfm-real.com

＜当校へのご連絡＞
各種ご連絡お問い合せご質問は、メールにてお願い致します。
info@gfm-real.com
お急ぎの場合は、電話でも対応致します。こちらにご連絡下さい。
レアルマドリードアカデミー事務局

03-6679-2254 または

フットボールコミュニティー美浜店

043-246-0490

090-1947-5218

※スクールの欠席などはフットボールコミニュティー美浜店に直接ご連絡下さい。
以上

