
SAKURA SPORTS ACADEMY since 2019 

【本件に関するお問い合わせ】 

General Manager HINENOYA RYO 

TEL  ：0888－066－077 

Email：sakuraacademy.hanoi@gmail.com 

さくらスポーツアカデミー 特別レッスンスケジュール 10/2(土) 〜 10/15(金) 

サッカー / 運動能力向上教室 / チアダンス /  空手 / オンラインレッスン / 大人クラス 

 

※レッスンは事前申込み制となります。その他の詳細、申込み方法は別紙をご覧下さい。 

 

月 火 水 木 金 土 日 

  
9：00 ～ 9：40 オンライン 

ヨガ 大人 
  

9：00 ～ 10：00 メトロポリス近郊 

チアダンス キッズ 

9：00 ～ 10：00 フレーザー近郊 

チアダンス キッズ 

     
10：00 ～ 11：00 メトロポリス近郊 

チアダンス 1~3 年生 

10：00 ～ 11：00 フレーザー近郊 

チアダンス 1~3 年生 

     
11：00 ～ 12：00 メトロポリス近郊 

チアダンス 4 年生以上 

11：00 ～ 12：00 フレーザー近郊 

チアダンス 4 年生以上 

  
16：00 ～ 16：30 オンライン 

汗だく全身運動 キッズ 

16：00 ～ 16：30 オンライン 

チアダンス キッズ 
 

9：00〜10：00 ホアビングリーン近郊 

 空手 キッズ 

9：00 ～ 10：00 フレーザー近郊 

サッカー キッズ 

   
16：45 ～ 17：15 オンライン 

汗だく全身運動 1~3 年生 

16：45 ～ 17：15 オンライン 

チアダンス 1~3 年生 
 

10：00〜11：00 ホアビングリーン近郊  

空手 小学生 通常クラス 

10：00 ～ 11：00 フレーザー近郊 

サッカー 小学生 

  
17：30 ～ 18：00 オンライン 

汗だく全身運動 4 年生以上 

17：30 ～ 18：00 オンライン 

チアダンス 4 年生以上 

 

 

13：00 ～ 13：45 メトロポリス近郊 

チアエクササイズ 大人 
 

15：30 ～ 16：30 マリオット近郊 

サッカー キッズ 
    

16：00 ～ 16：40 オンライン 

ヨガ 大人 
 

16：30 ～ 17：30 マリオット近郊 

サッカー 小学生 

16：30 ～ 17：30 フレーザー近郊 

サッカー キッズ & 小学生 
  

16：30 ～ 17：30 マリオット近郊  

運動能力向上教室 キッズ & 小学生 

16：30 ～ 17：30 マリオット近郊 

 サッカー 小学生 

16：30 ～ 17：30 マリオット近郊  

 サッカー キッズ & 小学生 

16：30 ～ 17：30 ロイジェント近郊 

サッカー キッズ & 小学生 

 
19：00 ～ 19：40 オンライン 

燃焼フィットネス 大人 
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【特別レッスン概要】 

・定 員 ：対面レッスン 7名、オンラインレッスン 10 名 

・申込締切：各レッスンの 2日前の 18 時となります。会場の人数制限の兼ね合いがあるため、期限厳守でご協力のほどを宜しくお願い申し上げます。 

・参加費 ：対面レッスン 40 万ドン・オンラインレッスン子ども 10 万ドン・オンラインレッスン大人 20 万ドン 

※締切り後のキャンセルは、参加費の 50％のキャンセル料が発生いたします。締切り前のキャンセルは、メールにてご連絡いただきますようお願いいたします。 

・支払方法 

 対面レッスン オンラインレッスン 

会員様とそのご家族 
会場にて現金でお支払い下さい。 

レッスンの際に現金お支払い下さい。 

非会員様 レッスン前に下記の口座にお振り込み下さい。 

 

【口座情報】アカウント名：Dang Thi Hai Yen 銀行口座番号：19029432509019 Techcombank - Thang Long Branch 

      ※振込手数料は各自でご負担をお願いいたします。 

      ※お振り込みが難しい方は、カードでのお支払いも可能ですので、個別にご相談下さい。 

 

【申込み方法】 

SSA 会員様： 

・サッカースクール、運動能力向上教室、オンラインレッスン ⇒  Sgrum のカレンダーよりお申し込み下さい。 

・空手スクール ⇒  土曜日の Buoi 会場は、通常レッスンが再開となりますので、お申し込みは不要です。 

          土曜日クラス以外の方は、Sgrum のメッセージ送信、または sakuraacademy.hanoi@gmail.com よりお申し込み下さい。 

・チアダンス ⇒ こちらの URL よりお申し込み下さい ⇒ https://sgrum.com/entry/s1836jyuvu/ssacheerdance/ 

・大人対面レッスン・大人オンラインレッスン ⇒ こちらの URL よりお申し込み下さい ⇒ https://sgrum.com/entry/s1836jyuvu/adultoct/ 

非会員様： 

・サッカー・運動能力向上教室・オンラインレッスン ⇒ 氏名、電話番号、参加希望日を明記の上、sakuraacademy.hanoi@gmail.com にメールにてお申し込み下さい。 

・空手 ⇒ 通常クラスを再開しております。随時、無料体験を受け付けておりますので、ご希望の方は、氏名、電話番号、参加希望日を明記の上、メールにてお申し込み下さい。 

・チアダンス ⇒ こちらの URL よりお申し込み下さい ⇒ https://sgrum.com/entry/s1836jyuvu/ssacheerdance/ 

・大人対面レッスン、大人オンラインレッスン ⇒ こちらの URL よりお申し込み下さい ⇒ https://sgrum.com/entry/s1836jyuvu/adultoct/ 
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【その他】 

 人数制限の兼ね合いで、保護者の方は会場内でのご見学が出来ませんので、ご了承下さい。 

 SSA の送迎サービスをご希望の場合は、申込みの際に個別にご相談下さい。 

 

【レッスン会場詳細】 

 

・マリオットホテル近郊会場（サッカー・運動能力向上教室）      https://goo.gl/maps/MQGzHUuizfgqEDC29 

・フレーザースイーツ近郊会場（サッカー）              https://goo.gl/maps/RFkqJuH5ezbUdHhSA 

・ロイジェントパークス近郊会場（サッカー）             https://goo.gl/maps/1jVuPGhPR5DULRuL6 

・ビンコムメトロポリス近郊会場（チアダンス・大人チアエクササイズ） https://goo.gl/maps/fqGuj4rCFh7K2uyt6 

・フレーザースイーツ近郊会場（チアダンス）             https://goo.gl/maps/ozNELDQF8pXvHufk9 

・ホアビングリーン近郊会場（空手）                 https://goo.gl/maps/veRQU9LdyG5s9RSG6 

 


