
関東・甲信エリア
330 施設

北陸・東海エリア
113 施設

近畿エリア
160 施設

中国・四国エリア
43 施設

九州・沖縄エリア
118 施設

北海道・東北エリア
40 施設

テニススクール：導入施設のご紹介

千葉
SYS テニスクラブ
SOLTILO TENNIS SCHOOL & ACADEMY
アウルテニスクラブ
テニスウォリアーズ
東京

小田急町田テニススクール
神奈川
小田急はたのテニスガーデン
岐阜
リンクテニススクール
愛知

テンテニススクール
ウインズテニスガーデン
茨木テニスクラブ
スポルトテニスアカデミー
京都
西の丘ローンテニスクラブ

ハロースポーツ八幡美濃山店
大阪
星田テニスクラブ
インドアテニスワールド石切
兵庫
神戸三田ステップワンテニススクール

広島
ＮＢテニスガーデン
高知
インドアテニス　タカミ
福岡
若久テニスクラブ

大規模スポーツクラブから個人経営スクールまで スクール管理システム

豊富な導入実績 施設 !突
破800

スクールの特色や運営基準に合わせたソリューションを提供！
全国800施設800通りの課題を解決したノウハウで一気通貫サポートします。



北海道
ジュンスポーツクラブ月寒
Legame
ジョイボックスゴルフスクール
ジュンスポーツクラブ東札幌
レイズ体操クラブ
Culbera Club de Fútbo
studioTERU
福島
デポルテ郡山
ルネサンス棚倉リゾートスポーツプラザ
田村市船引コミュニティプラザ
埼玉
ユアーズ
忍者ナイン（一般社団法人広げる未来）
こむっしゅ体操教室武蔵藤沢
SKG スクエア
acroba 体操教室
テン・フォーティー　草加店
テン・フォーティー　八潮店
バレエヨガスタジオローリエ
Paris Saint-Germain Academy JAPAN
千葉
TAC コトニア西船橋
フィギュアスケーティングスタジオルッツ
MSK19 サッカースクール
キッズ体操教室　できタノ
テン・フォーティー　佐倉店
テン・フォーティー　八千代店
テン・フォーティー　ユーカリが丘店

加納体操クラブ
ジュンスポーツ体操教室　千葉
東京
ロンドフィットネスクラブ東大和／オレンジロータス東大和
オレンジロータス昭島
HAKUJIKAI Triathlon Club
T&H ボクサ・フィットネスジム
Realmadrid Foundationʼ s Football School Japan
さわだスポーツクラブ
WiNG GYM
塚原体操センター
TOMAS 体操スクール自由が丘校
ワンモアスポーツ
CheerdanceTeam
TOMAS 体操スクール二子玉川校
TOMAS 神宮外苑校
TOMAS 体操スクール代官山校
TOMAS 体操スクール成城学園校
TOMAS 体操スクール原宿校
TOMAS 体操スクール麻布校
TOMAS サッカースクール EA
白百合ジョイスポーツクラブ
アルスタ
TOMAS 体操スクール広尾校
こむっしゅ体操教室　立川
こもれびテラス
ラック RUN クラブ
TWOLAPS KIDS
ファングラーアカデミー
あそべるたいそうきょうしつ　ASSO

Plume Ballet Arts
ReBORNtie 株式会社
佐々木ナマ粋スクール
テン・フォーティー　足立店
TOMAS 体操スクール目黒校
TOMAS 体操スクール市ヶ谷校
ピラミッド GYM
府中バレエスタジオ
アンジェリーク
( 有 ) 総合教育研究所
Etude
神奈川
パルスポーツクラブ
ジョイスポーツクラブ相模原
TOMAS サッカースクール WE
鶴見ジュニア体操クラブ
ルーツベースボールアカデミー
こむっしゅ体操教室橋本
米田功体操クラブ
ジュンスポーツ体操教室厚木・平塚
BRIGHT 体操教室
SRC 体操クラブ
ReBORN from ZERO　登戸店
HERO スポーツクラブ 
ワイダンスカンパニー
茨城
アースフィットネス古河総和
栃木
中央ダンス＆カルチャー
長野

長野体育指導センター
福井
ever 体操教室
岐阜
コパンスポーツジム美濃加茂
静岡
Ｙｕｒｉ-Ｙｕｒａ　長泉店
Bres ／アスリートキッズ富士宮店
愛知
健練
からだの恵み　安城 salon
ワイヴァンエンターテイメント
リーフ体操クラブ
リーフ体操クラブ岡崎校
ROOKIES
笠松体操クラブ
リトルフェアリー新体操
三重
イムラアスリートアカデミー鎌倉校
京都
株式会社 ファイブ M
バドミントンアリーナ桂川
大阪
Refinas 大阪梅田
Refinas 難波
AOR
ナカムラチャイルドスポーツ
ライゼスポーツ
パデルワンしんかな
パデルワンほしだ

マックスポーツプラット吹田健都
トミオカ体操スクール　東住吉校
トミオカ体操スクール　和泉中央校
トミオカ体操スクール　みのおキューズモール校
大阪体操クラブ
Amazing ベースボールパートナー
PSJ スケートボードアカデミー原池公園
PSJ スケートボードアカデミー大阪狭山本校
Refinas 泉佐野
兵庫
アスロンジュニア・スポーツクラブ
レゴリススポーツクラブ
鳥取
フィットネス＆スタジオ パル
みぞくちテラソ
香川
スポーツライフ
福岡
K-WALL
Sulestrela Ajuda
グリーンカレッジ
前田ベースボールアカデミー
やまうら体操クラブ
佐賀
株式会社ミズ
アルスタ木原店
長崎
アルファステップフィットネススタジオ
宮崎
旭スポーツコミュニティー

北海道
札幌そろばんファクトリー
VR Creators Labs School
埼玉
カルチャー BOX
サイエイ・インターナショナルふじみ野校
サイエイ・インターナショナル大宮校
サイエイ・インターナショナル東大宮校
サイエイ・インターナショナル北浦和校
サイエイ・インターナショナル上尾校
サイエイ・インターナショナル南浦和校
サイエイ・インターナショナル東浦和校
サイエイ・インターナショナル北戸田校
サイエイ・インターナショナル川口校
サイエイ・インターナショナル武蔵浦和校
サイエイ・インターナショナル朝霞台校
サイエイ・インターナショナル越谷レイクタウン校
サイエイ・インターナショナル吉川美南校
サイエイスクール・Duo
こども絵画造形教室 アトリエいろは
ENGLISH PLAYROOM
千葉
サイエイ・インターナショナルおおたかの森校
一般社団法人まどかこどもレグル
東京
簡野育英会ふぞくアフタースクールおひさま

アヴァンセ
Breavo-para
グローバル親子クラブ
ジョイキッズミュージカルスクール清澄白河校
オギクボカフェ
りんご塾
武蔵野東教育センター
ひなみ珠算教室
サイエイ・インターナショナルときわ台校
高島珠算学校
DLS ダイアモンドランゲージスクール
OKADA 音楽教室
iEnjoy こども英会話
東京 YMCA　山手コミュニティーセンター
株式会社ロクマル　プロプロ
The Reggio School of Tokyo
子ども英会話教室 Artling English
リドラボ三田校
神奈川
オーシャンコミュニケーション
ユニバーサルキャンパス宮前平
リトルランド
ユニバーサルキャンパス北山田
ユニバーサルキャンパス武蔵新城
ユニバーサルキャンパス長津田
ヨコハマセリエ

みらべるリズムリトミック
新潟
フィフスウィングス
イリノイアカデミー
石川
Gym&CoffeeDADA
岐阜
SMILES
愛知
きっこイングリッシュスクール
アメリカンスクール
のらっこアセット英会話
アームストロングイングリッシュスクール
きっこイングリッシュスクール長久手校
アニーイングリッシュスクール
滋賀
ユニバーサルキャンパス近江八幡
ユニバーサルキャンパス草津
ユニバーサルキャンパス南彦根
ユニバーサルキャンパス大津
京都
鹿田喜造漆店
京進ぷれわん四条烏丸校
天神そろばん教室
ユニバーサルキャンパス伏見
ユニバーサルキャンパス北大路

ユニバーサルキャンパス松井山手
ユニバーサルキャンパス御池
大阪
BE ACADEMY
English Chat House 
GLOBAL WATERS
書道教室 墨庵三国教室
Firefly English Discovery Center
ユニバーサルキャンパス彩都
ユニバーサルキャンパス池田
ユニバーサルキャンパス寝屋川
そろばんワクムス
サンシャインエデュケーション
城星オラトリオ
兵庫
甲南ゼミナール
エルエー英語学院
ユニバーサルキャンパス芦屋
ユニバーサルキャンパス尼崎
ユニバーサルキャンパス HAT 神戸
ユニバーサルキャンパス御影
ユニバーサルキャンパス舞多聞
ユニバーサルキャンパス明石大久保
Dream English Academy
奈良
魂源堂太鼓道場

くまがしクラブ
Global+Connect
和歌山
喜望ゼミナール　本部校
喜望ゼミナール　紀ノ川校
喜望ゼミナール　岩出校
鳥取
英語塾 LEON
岡山
はぁもにぃ倉敷
広島
Hello Kids
そろばんあんざんスクール山本
コーラス・ピープル
徳島
Nico Kids English
英会話 BE
愛媛
Miki Study Pals International School
高知
ロボ団土佐中央校
大分
パシフィックイングリッシュ

体操・ダンス・バレエ、運動系スポーツクラブ等

塾・教室、カルチャースクール

NEXT ▼



スイミングスクール・スポーツジム

全国の導入実績数800 施設を突破！スクール管理システムの決定版。

北海道
スポーツクラブ Zip 麻生
スポーツクラブ Zip 平岸
スポーツクラブ Zip 琴似
サン・スポーツクラブ
スポーツアカデミーＢＲＡＮＣＨ札幌月寒
スポーツアカデミーソシア
札幌サンプラザスイミングスクール
スポーツアカデミーシーナ
ジャパンスイミングスクール江別
コープさっぽろルーシー店
青森
スイミングアカデミーむつ
岩手
スポーツアカデミー一関
水沢スポーツクラブ
宮城
中田温水プール
スポーツアカデミー気仙沼
アシスト多賀城
ゆぷと 東松島市健康増進センター
YMCA ジュニアクラブ
スポーツアカデミー 石巻
スポーツアカデミー佐沼
あいプラザ・石巻
角田市屋内温水プール
塩竈市温水プール
秋田
サンフルトスポーツスイミングクラブ
山形
クロスライン
山形市馬見ケ崎プール ジャバ
酒田水泳教室
福島
スポーツアカデミー相馬
埼玉
東急スポーツオアシス 川口店
東急スポーツオアシス 浦和店
Athenaaquamates
ピクシースポーツクラブ西浦和
U.I. スポーツクラブ南浦和
スウィン南越谷スイミングスクール
越谷ポニースイミングクラブ
上尾スウィンスイミングスクール
早稲田スイミングスクール三郷
スウィン本庄スイミングスクール
埼玉スウィンスイミングスクール加須
大宮スイミングスクール南校
サイエイ・インターナショナル桶川校
大宮スイミングスクール本校
スウィン深谷スイミングスクール
スウィンふじみ野スイミングスクール
スウィン美園スイミングスクール
大宮スイミングスクール西校
スウィンみよしスイミングスクール
埼玉スウィンスイミングスクール春日部
埼玉スウィンスイミングスクール桶川
ウィンわかばスポーツクラブ
東光スイミングスクール

春日部中央スイミングスクール
スウィン北本スイミングスクール
スウィン越谷スイミングスクール
埼玉スウィンスイミングスクール鷲宮
埼玉スウィンスイミングスクール浦和
埼玉スウィンスイミングスクール熊谷
埼玉スウィンスイミングクラブ
スウィン鴻巣スイミングスクール
スウィン日高スイミングスクール
東松山スイミングスクール
サンシャインスイミングスクール久喜
スウィン坂戸スイミングスクール
スウィン新座スイミングスクール
東坂戸スイミングスクール
カワラスポーツクラブ
川口ふたばドルフィン・スイミングクラブ
ウィングスイミングスクール上尾
越谷レイクスイミングスクール
千葉
アーデルフィットネスリゾート
稲毛インターナショナルスイミングスクール
東急スポーツオアシス習志野店
CAC 勝田台
CAC スポーツクラブ
柏洋スイマーズ江戸川台スクール
セントラルスポーツクラブ津田沼
豊四季スイミング
東急スポーツオアシス松戸店
サンピアスポーツクラブ
クリスタルスポーツクラブ
スポーツアカデミー富里
柏洋スイマーズ南スクール
野田ミナトスイミングスクール
鎌ケ谷ミナトスイミングスクール
柏洋スイマーズ柏スクール
ミナトスポーツクラブ天王台
東金インターナショナルスイミング
スポーツクラブエポック中山
茂原スポーツクラブ
東京
東急スポーツオアシス
新代田スイミングスクール
東急スポーツオアシス 金町店
東急スポーツオアシス 多摩川店
東急スポーツオアシス 南大沢店
スポーツイントライ
東急スポーツオアシス 十条店
東急スポーツオアシス 武蔵小金井店
久ヶ原スイミングクラブ
協栄スイミングクラブ町田
東急スポーツオアシス 赤塚店
マックスポーツ日野旭が丘
トムスポーツアカデミー
太陽教育スポーツセンター
くぼたのうけん
セントラルウェルネスクラブ成瀬
マックスポーツ国分寺
スカイフィット・スイムクラブ
ウエルネススポーツセンター

東京健康科学専門学校
アリススポーツクラブ
東急スポーツオアシス本駒込店
日野ふたばスイミングスクール
高島平スポーツスクール
大森双葉スイミングクラブ
ロンドスポーツ東村山
世田谷スイミングスクール
金田スイミングクラブ
東急スポーツオアシス雪谷
三宿さくらスイミングファミリー
東急スイミングスクールたまがわ
植村記念加賀スポーツセンター 
ゴールドジム北千住東京
東急スポーツオアシス青山
ラックシャトーアスレチッククラブ
東急スポーツオアシス聖路加ガーデン店
Kids Smile Project　南青山スイミングスクール
板橋区体育協会　小豆沢体育館
東京 YMCA　ウエルネス東陽町
ゴールドジム練馬高野台
東京ドルフィンクラブ江戸川スクール 
フィットネスクラブエポック要町
国分寺市民室内プール
東京 YMCA ウエルネスガーデン品川御殿山
国分寺市民スポーツセンター
国分寺ひかりスポーツセンター
文京スポーツセンター
文京総合体育館
文京江戸川橋体育館
神奈川
東急スポーツオアシス 港北店
東急スポーツオアシス 戸塚店
東急スポーツオアシス 横須賀店
湘南スイミングスクール
協栄スイミングクラブ座間
協栄スイミングクラブ相模原
横浜中央ＹＭＣＡ
東急スポーツオアシス 本厚木店
横浜北 YMCA
カワサキスイミングクラブ
セントモニカスイミングクラブ
アリーナつきみ野 スポーツクラブ
東急スポーツオアシス 相模原店
ヨネッティー堤根
湘南とつか YMCA
林水泳教室
YMCA 山手台センター
川崎市入江崎余熱利用プール
パルバル 湘南スポーツクラブ
津田山スイミングスクール
横浜市西スポーツセンター
レオスイミングスクール 厚木校
マックスポーツ藤沢
東急スイミングスクールあざみ野
横須賀ＹＭＣＡ
川崎ＹＭＣＡ
藤沢 YMCA
厚木ＹＭＣＡ

金沢八景ＹＭＣＡ
ヨネッティー王禅寺
東急スポーツオアシス上大岡店
サギヌマスイミングクラブ鷺沼
スポーツアカデミー新城
サギヌマスイミングクラブ宮前平
レオスイミングスクール 岡崎校
レオスイミングスクール 愛川校
レオスイミングスクール 旭校
こもれび山崎温水プール
セントラルスイムクラブ湘南台
レオスイミングスクール 荻野校
レオスイミングスクール 平塚校
鎌倉 YMCA
米田功スイミングスクール
アリーナつきみ野スポーツクラブ
東急スポーツオアシス武蔵小杉店
横浜市西スポーツセンター
YMCA 東とつかセンター
横浜サクラスイミングスクール
茨城
スポーツアカデミー水戸
コスモスポーツクラブ
アースフィットネス古河総和
古河あかやまスイミングスクール
パシフィックスポーツプラザ笠間
磯原スイミングスクール
つくばウェルネスパーク
中央スイミングスクール
守谷インターナショナルスイミング
栃木
サンライズスポーツクラブ
公益財団法人とちぎ YMCA
中央ダンス＆カルチャー
スウィン鹿沼スイミングスクール
スウィン宇都宮スイミングスクール
スポーツアベニューリフレ
パシフィックスポーツプラザさくら
ＩＰＳスポーツクラブ
みゆきがはらスイミングスクール
ウインズ栃木
ウインズ小山
パシフィックスポーツプラザ茂木
パシフィックスポーツプラザ真岡
パシフィックスポーツプラザ高根沢
NOMA スポーツクラブ足利
芳賀町 B&G 海洋センター
リフレスイミングスクール上三川校
ウェルネススポーツクラブ
宝木スイミングクラブ
日環アリーナ栃木
群馬
ダッシュ前橋スイミングクラブ
ビートスイミング高崎
新町温水プール アクアピア
スウィン安中スイミングスクール
スウィン伊勢崎スイミングスクール
みずとぴあ藤岡
スウィン前橋スイミングスクール

スウィン館林スイミングスクール・サンティアスポーツクラブ
太田スウィンスイミングスクール
スウィンあざみスイミングスクール
スウィン高崎スイミングスクール
スウィン吉井スイミングスクール
とみおかスイミングスクール
スポーツアカデミー伊勢崎
玉村町 B＆G 海洋センター
NOMA スポーツクラブ桐生
野間スイミングスクール前橋
野間スイミングスクール大間々
野間スイミングスクール桐生
フレンドスポーツクラブ
長野
長野体育指導センター
スポーツシティ千曲
新潟
JSS 長岡スイミングスクール
中条スイミングスクール
ELC・VERTEX アカデミー
スポーツアカデミー柏崎
フィフスウィングス
小千谷スイミングセンター
ダッシュスイミングスクール三条
イリノイアカデミー
富山
いみずスポーツクラブ
いみずスポーツクラブ　成人会員
スポーツアカデミー 小矢部
富山スイミングクラブ荒川校
富山スイミングクラブ東富山校
石川
ノトアフィットネスクラブ
スイミングアカデミー松任
Gym&CoffeeDADA
SOLARE TOYO
福井
ルネッス越前
ルネッス鯖江
ルネッス福井西
家久スポーツ公園
ever 体操教室
岐阜
コパンスポーツクラブ大垣
ビートスイミングクラブ岐阜みのかも
SMILES
リンクテニススクール
コパンスポーツジム美濃加茂
岐阜メモリアルセンター
静岡
スポーツライフアケアクラブ
A-1 スポーツクラブ　富士店
Ｙｕｒｉ-Ｙｕｒａ　長泉店
A-1 キッズスクール吉原
Bres ／アスリートキッズ富士宮店
東部スイミングスクール
A-1 スポーツクラブ新富士
A-1 湯らぎの里
浜名湖スイミングスクール

スポーツクラブセイシン千代田
スポーツクラブセイシン葵の森
磐田スイミングスクール
Let's スイミングクラブ伊東
浜松グリーンスイミングクラブ佐鳴台プール
浜松グリーンスイミングクラブ高台プール
A-1 キッズスクール長泉
愛知
名古屋スイミングクラブ
アスティスポーツクラブ大府
アスティスポーツクラブ ONE
アスティスポーツクラブ八田
アイレクス NEO
スイムクラブ大府
ともえスイミングスクール
クリエイティブベース
マイ・エス・スイミング名古屋学院大学
マイ・エス・スイミング名古屋学院
一宮スイミングスクール
コパンスイミングスクール知多
コパンスポーツクラブ緑
コパンスポーツクラブ勝川
ビートスイミングクラブ名古屋茶屋
ビートスイミングクラブ長久手
名古屋 YMCA
オーファスポーツクラブ日進
岡崎竜城スイミングクラブ南校
岡崎竜城スイミングクラブ本校
東海市営温水プール
ビートスイミングクラブ天白
ビートスイミングクラブ守山プール
KL スポーツ春日井スイミングスクール
西春日井スイミングスクール
国府宮スイミングクラブ
あま大治スイミングスクール
尾西スイミングスクール
Ｍｙスイム東名
アイレクス NEO 豊橋
上社スイミングスクール
ビートスイミングクラブ小牧プール
スポーツシティあいち
スポーツシティ旭
ロイヤルキッズスクール
アイレクス NEO 豊橋
アイレクス NEO 豊田前山
アイレクス NEO 豊田元町
アイレクス NEO 豊川
ウィル大口スポーツクラブ
三重
ベスパスポーツクラブ伊勢
ベスパスポーツクラブ松阪
津田スイミングスクール四日市校
津田スイミングスクール桑名校
津田スイミングスクール大山田校
津田スポーツクラブ
津トップスイミングクラブ
ビートスイミングクラブみえ川越
ビートスイミングクラブ松阪
津市産業・スポーツセンター
滋賀
グンゼスポーツ南草津レイクブルー
大津市富士見市民温水プール
ユニバーサルキャンパス瀬田

株式会社水口スポーツセンター
京都
東急スポーツオアシス 桂川店
ピノスけいはんな
フィットネス POINT サン・スポーツ
アイエムスポーツ倶楽部
フィットネスクラブ　ピノス
長岡スイミングスクール
NSI マナティスイミングスクール向日市
ビートスイミングクラブまいづるプール
星の子スイミングスクール
京都スポーツクラブイリアス
NSI 福知山スイミングスクール
大阪
履正スイミングクラブ金剛
履正スイミングクラブ曽根
パシオスポーツクラブ八尾
パシオスポーツクラブ福島
かやの中央スイミングスクール
東急スポーツオアシス もりのみや店
ビッグ・エス鶴見
アイランドスポーツクラブ高槻
東急スポーツオアシス 江坂店
東急スポーツオアシス 茨木店
東急スポーツオアシス 鶴ヶ丘店
東急スポーツオアシス 狭山店
高槻スイミングスクール
履正スイミングクラブ十三
NSI スポーツクラブ鶴見
スペックフィットネス・スイミングクラブ
アイランドスポーツクラブ駒川
KTV スイミングスクール　フレスコ茨木
サンタマリアスイミングスクール
マックスポーツ緑地公園
Taiken スイミングスクール
NSI 古川橋スポーツクラブ
NSI 光明池スポーツクラブ
マックスポーツ堺一条
ライフスポーツ KTV 天六
グンゼスポーツ吹田健都
ライフスポーツ KTV 石橋
ライフスポーツ KTV 豊中
ジェルスイミングクラブ北野田
東急スポーツオアシス阿倍野店
NSI 花園スイミングスクール
NSI 三国スイミングスクール
NSI 桜宮スイミングスクール
原山公園屋内施設
大阪南 YMCA
千里丘スポーツプラザ
大阪 YMCA ランゲージセンター
四條畷学園水泳教室
東急スポーツオアシス住道
南茨木スイミングスクール
サンケイ ST スイミングスクール
桃の里 YMCA
大阪市立西屋内プール
兵庫
伊丹有岡 スイミングスクール
東急スポーツオアシス 住吉店
NSI 舞子スイミングスクール
NSI 清和台スポーツクラブ
マックスポーツ武庫川

マックスポーツ加古川
ピュアスポーツ柏原
エルポート
ライフスポーツ KTV 垂水
リアル板宿スイミングスクール
NSI パールブリッジスイミング
神戸 YMCA ファミリーウエルネスセンター
神戸 YMCA ウエルネスセンター学園都市
スポーツアカデミー 六甲道
NSI 青垣スイミングスクール
NSI 豊岡スイミングスクール
姫路スイミングスクール
高砂フィットネスクラブ
NSI 姫路スイミングスクール
エス・パティオスポーツクラブ 
GOLD'S GYM 新神戸兵庫
御影スイミングスクール
NSI 西紀スイミングスクール
香寺温水プール
赤穂市民総合体育館
スポニックパーク一宮
西宮 YMCA
西脇市天神池スポーツセンター温水プール
東急スポーツオアシス三宮店
貴崎フィットネスクラブ ask
サンスポーツクラブ姫路
サンスポーツクラブ加西
サンスポーツクラブ太子
サンスイミングスクール網干
姫路市家島 B＆G・坊勢スポーツセンター 
奈良
NSI 四条大路スイミングスクール
奈良 YMCA
アイランドスポーツクラブ香芝
和歌山
橋本スポーツクラブ
鳥取
NSI リプルスイミングスクール
島根
テルサスポーツクラブ
浜田スイミングスクール
雲南市加茂 B&G 海洋センターラソンテ温水プール
岡山
サンフラワースイミングスクール
ビートスイミングクラブ岡山プール
広島
ビートスイミング広島プール
東急スポーツオアシス 広島店
広島 YMCA　ウエルネススポーツセンター
グンゼスポーツ イオンモール広島祇園
広島ミドリスイミングクラブ
高陽ドルフィンクラブ
スポーツクラブビッグラン
東広島 YMCA
サン府中スイミングスクール
可部スイミングスクール
山口
下関スイムクラブ上田中
下関スイムクラブ山の田
柳井スイミングスクール
スポーツクラブ NAP
新下関スイミングスクール
スイミングセンター徳山

香川
プロスパークラブサンダ高松
プロスパークラブサンダ志度
愛媛
南海ドルフィンクラブ朝生田
南海ドルフィンクラブ古三津
高知
みかづきスイミングスクール
スポーツクラブ ZEYO
福岡
飯塚スイミングスクール　本校
新飯塚スイミングスクール
ときわスイミングスクール
つくし野スイミングクラブ
ときわスイミング曽根
ウイングス城野
太宰府スイミングクラブ
大橋スイミングプラザ
ビートスイミング福岡プール
ビートスイミングクラブ北九州プール
ビートスイミングクラブ八幡南プール
ビートフィットネスクラブ折尾
トリムパーク
大野城スイミングクラブ
九産大スイミングクラブ
西日本スイミングクラブ春日校
大牟田スイミングスクール
筑後スイミングスクール
西日本スイミングクラブ戸畑校
西日本スイミングクラブ小倉校
ウィースイムクラブ
ビートスイミングクラブ上津プール
北九州ＹＭＣＡ
サワラスイミングスクール
オールウェイズスイミングクラブ
ベストスイミングクラブ若宮
ベストスイミングクラブ則松
ベストスイミングクラブ古賀
プリオスイミングクラブ行橋
プリオスイミングクラブ苅田
ジャパンエース・スイミングスクール
西日本スイミングクラブ　ダックプール
スパウェルネス
嘉麻市温水プールスイミングプラザなつき
西日本スイミング若松校
アクセス・ジャパンスポーツクラブ 柳川店
アクセス・ジャパンスポーツクラブ 城島店
佐賀
ビートスイミング小城プール
ビートスイミング唐津プール
ビートスイミング鳥栖プール
ジェネックス有田
伊万里スイミングクラブ
ジェネックス伊万里
ビートスイミングクラブ伊万里プール
佐賀ユートピアスポーツクラブ
ビートスイミングクラブコア
ベストスイミングクラブ鳥栖
アクセス・ジャパンスポーツクラブ 佐賀店
長崎
ビートスイミング長崎プール
ビートスイミング相浦プール
ビートスイミング長与プール

ビートスイミング大村プール
ビートスイミング佐世保プール
なめしスイミングセンター
ビートスイミング西諫早プール
ウォーターメイツスイムクラブ長崎
ビートスイミングクラブ北松プール
ビートスイミングクラブ長崎あぜかり
熊本
菊南スイミングクラブ
ウキスイミングスクール
ビートスイミング熊本プール
熊本 YMCA むさしセンター
熊本 YMCA ながみねファミリーセンター
熊本 YMCA みなみセンター
熊本 YMCA 段山本館
おおがスイミングスクール
スポーツクラブアレスト玉名
ベストスイミングクラブ熊本
ベストスイミングクラブ松橋
ビートスイミングクラブアンビー熊本プール
ベストスイミングクラブ戸島
KSG 八代
ミキ 21 スイミングスクール
E-LAND スポーツクラブ
大分
ビートスイミングクラブ大在プール
サイズスイミングスクール
宮崎
ビートスイミング日向プール
西日本スイミングクラブ祇園校
西日本スイミングクラブ柳丸校
ＡＢＣスポーツクラブ
ゴールドジムイオンモール宮崎
ビートスイミングクラブ延岡プール
セミコンスポーツプラザ
フィットネスクラブターザン / ターザンスイミングクラブ
鹿児島
南さつま健康スポーツプラザ
セイカスポーツクラブ アミュプラザ店
セイカスポーツクラブ 川内店
セイカスポーツクラブ 宇宿店
アクアアカデミー Nb
ライズスイミングスクール
原田学園スイミングスクール
ゆーぷる吹上スイミングクラブ
沖縄
ガルフスポーツクラブ
沖縄スイミングスクール豊見城校
沖縄スイミングスクール前田校
沖縄スイミングスクール浦添校
沖縄スイミングスクール糸満校
沖縄スイミングスクール名護校
沖縄スイミングスクール那覇校
沖縄スイミングスクール三原校
AQUA Swim Academy 八重瀬
スポーツアカデミー宮古島
寿ランド
海邦スポーツクラブ
エーススポーツクラブ
北谷スポーツセンター
NB 沖縄



北海道
スポーツクラブ Zip 麻生
スポーツクラブ Zip 平岸
スポーツクラブ Zip 琴似
サン・スポーツクラブ
スポーツアカデミーＢＲＡＮＣＨ札幌月寒
スポーツアカデミーソシア
札幌サンプラザスイミングスクール
スポーツアカデミーシーナ
ジャパンスイミングスクール江別
コープさっぽろルーシー店
青森
スイミングアカデミーむつ
岩手
スポーツアカデミー一関
水沢スポーツクラブ
宮城
中田温水プール
スポーツアカデミー気仙沼
アシスト多賀城
ゆぷと 東松島市健康増進センター
YMCA ジュニアクラブ
スポーツアカデミー 石巻
スポーツアカデミー佐沼
あいプラザ・石巻
角田市屋内温水プール
塩竈市温水プール
秋田
サンフルトスポーツスイミングクラブ
山形
クロスライン
山形市馬見ケ崎プール ジャバ
酒田水泳教室
福島
スポーツアカデミー相馬
埼玉
東急スポーツオアシス 川口店
東急スポーツオアシス 浦和店
Athenaaquamates
ピクシースポーツクラブ西浦和
U.I. スポーツクラブ南浦和
スウィン南越谷スイミングスクール
越谷ポニースイミングクラブ
上尾スウィンスイミングスクール
早稲田スイミングスクール三郷
スウィン本庄スイミングスクール
埼玉スウィンスイミングスクール加須
大宮スイミングスクール南校
サイエイ・インターナショナル桶川校
大宮スイミングスクール本校
スウィン深谷スイミングスクール
スウィンふじみ野スイミングスクール
スウィン美園スイミングスクール
大宮スイミングスクール西校
スウィンみよしスイミングスクール
埼玉スウィンスイミングスクール春日部
埼玉スウィンスイミングスクール桶川
ウィンわかばスポーツクラブ
東光スイミングスクール

春日部中央スイミングスクール
スウィン北本スイミングスクール
スウィン越谷スイミングスクール
埼玉スウィンスイミングスクール鷲宮
埼玉スウィンスイミングスクール浦和
埼玉スウィンスイミングスクール熊谷
埼玉スウィンスイミングクラブ
スウィン鴻巣スイミングスクール
スウィン日高スイミングスクール
東松山スイミングスクール
サンシャインスイミングスクール久喜
スウィン坂戸スイミングスクール
スウィン新座スイミングスクール
東坂戸スイミングスクール
カワラスポーツクラブ
川口ふたばドルフィン・スイミングクラブ
ウィングスイミングスクール上尾
越谷レイクスイミングスクール
千葉
アーデルフィットネスリゾート
稲毛インターナショナルスイミングスクール
東急スポーツオアシス習志野店
CAC 勝田台
CAC スポーツクラブ
柏洋スイマーズ江戸川台スクール
セントラルスポーツクラブ津田沼
豊四季スイミング
東急スポーツオアシス松戸店
サンピアスポーツクラブ
クリスタルスポーツクラブ
スポーツアカデミー富里
柏洋スイマーズ南スクール
野田ミナトスイミングスクール
鎌ケ谷ミナトスイミングスクール
柏洋スイマーズ柏スクール
ミナトスポーツクラブ天王台
東金インターナショナルスイミング
スポーツクラブエポック中山
茂原スポーツクラブ
東京
東急スポーツオアシス
新代田スイミングスクール
東急スポーツオアシス 金町店
東急スポーツオアシス 多摩川店
東急スポーツオアシス 南大沢店
スポーツイントライ
東急スポーツオアシス 十条店
東急スポーツオアシス 武蔵小金井店
久ヶ原スイミングクラブ
協栄スイミングクラブ町田
東急スポーツオアシス 赤塚店
マックスポーツ日野旭が丘
トムスポーツアカデミー
太陽教育スポーツセンター
くぼたのうけん
セントラルウェルネスクラブ成瀬
マックスポーツ国分寺
スカイフィット・スイムクラブ
ウエルネススポーツセンター

東京健康科学専門学校
アリススポーツクラブ
東急スポーツオアシス本駒込店
日野ふたばスイミングスクール
高島平スポーツスクール
大森双葉スイミングクラブ
ロンドスポーツ東村山
世田谷スイミングスクール
金田スイミングクラブ
東急スポーツオアシス雪谷
三宿さくらスイミングファミリー
東急スイミングスクールたまがわ
植村記念加賀スポーツセンター 
ゴールドジム北千住東京
東急スポーツオアシス青山
ラックシャトーアスレチッククラブ
東急スポーツオアシス聖路加ガーデン店
Kids Smile Project　南青山スイミングスクール
板橋区体育協会　小豆沢体育館
東京 YMCA　ウエルネス東陽町
ゴールドジム練馬高野台
東京ドルフィンクラブ江戸川スクール 
フィットネスクラブエポック要町
国分寺市民室内プール
東京 YMCA ウエルネスガーデン品川御殿山
国分寺市民スポーツセンター
国分寺ひかりスポーツセンター
文京スポーツセンター
文京総合体育館
文京江戸川橋体育館
神奈川
東急スポーツオアシス 港北店
東急スポーツオアシス 戸塚店
東急スポーツオアシス 横須賀店
湘南スイミングスクール
協栄スイミングクラブ座間
協栄スイミングクラブ相模原
横浜中央ＹＭＣＡ
東急スポーツオアシス 本厚木店
横浜北 YMCA
カワサキスイミングクラブ
セントモニカスイミングクラブ
アリーナつきみ野 スポーツクラブ
東急スポーツオアシス 相模原店
ヨネッティー堤根
湘南とつか YMCA
林水泳教室
YMCA 山手台センター
川崎市入江崎余熱利用プール
パルバル 湘南スポーツクラブ
津田山スイミングスクール
横浜市西スポーツセンター
レオスイミングスクール 厚木校
マックスポーツ藤沢
東急スイミングスクールあざみ野
横須賀ＹＭＣＡ
川崎ＹＭＣＡ
藤沢 YMCA
厚木ＹＭＣＡ

金沢八景ＹＭＣＡ
ヨネッティー王禅寺
東急スポーツオアシス上大岡店
サギヌマスイミングクラブ鷺沼
スポーツアカデミー新城
サギヌマスイミングクラブ宮前平
レオスイミングスクール 岡崎校
レオスイミングスクール 愛川校
レオスイミングスクール 旭校
こもれび山崎温水プール
セントラルスイムクラブ湘南台
レオスイミングスクール 荻野校
レオスイミングスクール 平塚校
鎌倉 YMCA
米田功スイミングスクール
アリーナつきみ野スポーツクラブ
東急スポーツオアシス武蔵小杉店
横浜市西スポーツセンター
YMCA 東とつかセンター
横浜サクラスイミングスクール
茨城
スポーツアカデミー水戸
コスモスポーツクラブ
アースフィットネス古河総和
古河あかやまスイミングスクール
パシフィックスポーツプラザ笠間
磯原スイミングスクール
つくばウェルネスパーク
中央スイミングスクール
守谷インターナショナルスイミング
栃木
サンライズスポーツクラブ
公益財団法人とちぎ YMCA
中央ダンス＆カルチャー
スウィン鹿沼スイミングスクール
スウィン宇都宮スイミングスクール
スポーツアベニューリフレ
パシフィックスポーツプラザさくら
ＩＰＳスポーツクラブ
みゆきがはらスイミングスクール
ウインズ栃木
ウインズ小山
パシフィックスポーツプラザ茂木
パシフィックスポーツプラザ真岡
パシフィックスポーツプラザ高根沢
NOMA スポーツクラブ足利
芳賀町 B&G 海洋センター
リフレスイミングスクール上三川校
ウェルネススポーツクラブ
宝木スイミングクラブ
日環アリーナ栃木
群馬
ダッシュ前橋スイミングクラブ
ビートスイミング高崎
新町温水プール アクアピア
スウィン安中スイミングスクール
スウィン伊勢崎スイミングスクール
みずとぴあ藤岡
スウィン前橋スイミングスクール

スウィン館林スイミングスクール・サンティアスポーツクラブ
太田スウィンスイミングスクール
スウィンあざみスイミングスクール
スウィン高崎スイミングスクール
スウィン吉井スイミングスクール
とみおかスイミングスクール
スポーツアカデミー伊勢崎
玉村町 B＆G 海洋センター
NOMA スポーツクラブ桐生
野間スイミングスクール前橋
野間スイミングスクール大間々
野間スイミングスクール桐生
フレンドスポーツクラブ
長野
長野体育指導センター
スポーツシティ千曲
新潟
JSS 長岡スイミングスクール
中条スイミングスクール
ELC・VERTEX アカデミー
スポーツアカデミー柏崎
フィフスウィングス
小千谷スイミングセンター
ダッシュスイミングスクール三条
イリノイアカデミー
富山
いみずスポーツクラブ
いみずスポーツクラブ　成人会員
スポーツアカデミー 小矢部
富山スイミングクラブ荒川校
富山スイミングクラブ東富山校
石川
ノトアフィットネスクラブ
スイミングアカデミー松任
Gym&CoffeeDADA
SOLARE TOYO
福井
ルネッス越前
ルネッス鯖江
ルネッス福井西
家久スポーツ公園
ever 体操教室
岐阜
コパンスポーツクラブ大垣
ビートスイミングクラブ岐阜みのかも
SMILES
リンクテニススクール
コパンスポーツジム美濃加茂
岐阜メモリアルセンター
静岡
スポーツライフアケアクラブ
A-1 スポーツクラブ　富士店
Ｙｕｒｉ-Ｙｕｒａ　長泉店
A-1 キッズスクール吉原
Bres ／アスリートキッズ富士宮店
東部スイミングスクール
A-1 スポーツクラブ新富士
A-1 湯らぎの里
浜名湖スイミングスクール

スポーツクラブセイシン千代田
スポーツクラブセイシン葵の森
磐田スイミングスクール
Let's スイミングクラブ伊東
浜松グリーンスイミングクラブ佐鳴台プール
浜松グリーンスイミングクラブ高台プール
A-1 キッズスクール長泉
愛知
名古屋スイミングクラブ
アスティスポーツクラブ大府
アスティスポーツクラブ ONE
アスティスポーツクラブ八田
アイレクス NEO
スイムクラブ大府
ともえスイミングスクール
クリエイティブベース
マイ・エス・スイミング名古屋学院大学
マイ・エス・スイミング名古屋学院
一宮スイミングスクール
コパンスイミングスクール知多
コパンスポーツクラブ緑
コパンスポーツクラブ勝川
ビートスイミングクラブ名古屋茶屋
ビートスイミングクラブ長久手
名古屋 YMCA
オーファスポーツクラブ日進
岡崎竜城スイミングクラブ南校
岡崎竜城スイミングクラブ本校
東海市営温水プール
ビートスイミングクラブ天白
ビートスイミングクラブ守山プール
KL スポーツ春日井スイミングスクール
西春日井スイミングスクール
国府宮スイミングクラブ
あま大治スイミングスクール
尾西スイミングスクール
Ｍｙスイム東名
アイレクス NEO 豊橋
上社スイミングスクール
ビートスイミングクラブ小牧プール
スポーツシティあいち
スポーツシティ旭
ロイヤルキッズスクール
アイレクス NEO 豊橋
アイレクス NEO 豊田前山
アイレクス NEO 豊田元町
アイレクス NEO 豊川
ウィル大口スポーツクラブ
三重
ベスパスポーツクラブ伊勢
ベスパスポーツクラブ松阪
津田スイミングスクール四日市校
津田スイミングスクール桑名校
津田スイミングスクール大山田校
津田スポーツクラブ
津トップスイミングクラブ
ビートスイミングクラブみえ川越
ビートスイミングクラブ松阪
津市産業・スポーツセンター
滋賀
グンゼスポーツ南草津レイクブルー
大津市富士見市民温水プール
ユニバーサルキャンパス瀬田

株式会社水口スポーツセンター
京都
東急スポーツオアシス 桂川店
ピノスけいはんな
フィットネス POINT サン・スポーツ
アイエムスポーツ倶楽部
フィットネスクラブ　ピノス
長岡スイミングスクール
NSI マナティスイミングスクール向日市
ビートスイミングクラブまいづるプール
星の子スイミングスクール
京都スポーツクラブイリアス
NSI 福知山スイミングスクール
大阪
履正スイミングクラブ金剛
履正スイミングクラブ曽根
パシオスポーツクラブ八尾
パシオスポーツクラブ福島
かやの中央スイミングスクール
東急スポーツオアシス もりのみや店
ビッグ・エス鶴見
アイランドスポーツクラブ高槻
東急スポーツオアシス 江坂店
東急スポーツオアシス 茨木店
東急スポーツオアシス 鶴ヶ丘店
東急スポーツオアシス 狭山店
高槻スイミングスクール
履正スイミングクラブ十三
NSI スポーツクラブ鶴見
スペックフィットネス・スイミングクラブ
アイランドスポーツクラブ駒川
KTV スイミングスクール　フレスコ茨木
サンタマリアスイミングスクール
マックスポーツ緑地公園
Taiken スイミングスクール
NSI 古川橋スポーツクラブ
NSI 光明池スポーツクラブ
マックスポーツ堺一条
ライフスポーツ KTV 天六
グンゼスポーツ吹田健都
ライフスポーツ KTV 石橋
ライフスポーツ KTV 豊中
ジェルスイミングクラブ北野田
東急スポーツオアシス阿倍野店
NSI 花園スイミングスクール
NSI 三国スイミングスクール
NSI 桜宮スイミングスクール
原山公園屋内施設
大阪南 YMCA
千里丘スポーツプラザ
大阪 YMCA ランゲージセンター
四條畷学園水泳教室
東急スポーツオアシス住道
南茨木スイミングスクール
サンケイ ST スイミングスクール
桃の里 YMCA
大阪市立西屋内プール
兵庫
伊丹有岡 スイミングスクール
東急スポーツオアシス 住吉店
NSI 舞子スイミングスクール
NSI 清和台スポーツクラブ
マックスポーツ武庫川

マックスポーツ加古川
ピュアスポーツ柏原
エルポート
ライフスポーツ KTV 垂水
リアル板宿スイミングスクール
NSI パールブリッジスイミング
神戸 YMCA ファミリーウエルネスセンター
神戸 YMCA ウエルネスセンター学園都市
スポーツアカデミー 六甲道
NSI 青垣スイミングスクール
NSI 豊岡スイミングスクール
姫路スイミングスクール
高砂フィットネスクラブ
NSI 姫路スイミングスクール
エス・パティオスポーツクラブ 
GOLD'S GYM 新神戸兵庫
御影スイミングスクール
NSI 西紀スイミングスクール
香寺温水プール
赤穂市民総合体育館
スポニックパーク一宮
西宮 YMCA
西脇市天神池スポーツセンター温水プール
東急スポーツオアシス三宮店
貴崎フィットネスクラブ ask
サンスポーツクラブ姫路
サンスポーツクラブ加西
サンスポーツクラブ太子
サンスイミングスクール網干
姫路市家島 B＆G・坊勢スポーツセンター 
奈良
NSI 四条大路スイミングスクール
奈良 YMCA
アイランドスポーツクラブ香芝
和歌山
橋本スポーツクラブ
鳥取
NSI リプルスイミングスクール
島根
テルサスポーツクラブ
浜田スイミングスクール
雲南市加茂 B&G 海洋センターラソンテ温水プール
岡山
サンフラワースイミングスクール
ビートスイミングクラブ岡山プール
広島
ビートスイミング広島プール
東急スポーツオアシス 広島店
広島 YMCA　ウエルネススポーツセンター
グンゼスポーツ イオンモール広島祇園
広島ミドリスイミングクラブ
高陽ドルフィンクラブ
スポーツクラブビッグラン
東広島 YMCA
サン府中スイミングスクール
可部スイミングスクール
山口
下関スイムクラブ上田中
下関スイムクラブ山の田
柳井スイミングスクール
スポーツクラブ NAP
新下関スイミングスクール
スイミングセンター徳山

香川
プロスパークラブサンダ高松
プロスパークラブサンダ志度
愛媛
南海ドルフィンクラブ朝生田
南海ドルフィンクラブ古三津
高知
みかづきスイミングスクール
スポーツクラブ ZEYO
福岡
飯塚スイミングスクール　本校
新飯塚スイミングスクール
ときわスイミングスクール
つくし野スイミングクラブ
ときわスイミング曽根
ウイングス城野
太宰府スイミングクラブ
大橋スイミングプラザ
ビートスイミング福岡プール
ビートスイミングクラブ北九州プール
ビートスイミングクラブ八幡南プール
ビートフィットネスクラブ折尾
トリムパーク
大野城スイミングクラブ
九産大スイミングクラブ
西日本スイミングクラブ春日校
大牟田スイミングスクール
筑後スイミングスクール
西日本スイミングクラブ戸畑校
西日本スイミングクラブ小倉校
ウィースイムクラブ
ビートスイミングクラブ上津プール
北九州ＹＭＣＡ
サワラスイミングスクール
オールウェイズスイミングクラブ
ベストスイミングクラブ若宮
ベストスイミングクラブ則松
ベストスイミングクラブ古賀
プリオスイミングクラブ行橋
プリオスイミングクラブ苅田
ジャパンエース・スイミングスクール
西日本スイミングクラブ　ダックプール
スパウェルネス
嘉麻市温水プールスイミングプラザなつき
西日本スイミング若松校
アクセス・ジャパンスポーツクラブ 柳川店
アクセス・ジャパンスポーツクラブ 城島店
佐賀
ビートスイミング小城プール
ビートスイミング唐津プール
ビートスイミング鳥栖プール
ジェネックス有田
伊万里スイミングクラブ
ジェネックス伊万里
ビートスイミングクラブ伊万里プール
佐賀ユートピアスポーツクラブ
ビートスイミングクラブコア
ベストスイミングクラブ鳥栖
アクセス・ジャパンスポーツクラブ 佐賀店
長崎
ビートスイミング長崎プール
ビートスイミング相浦プール
ビートスイミング長与プール

ビートスイミング大村プール
ビートスイミング佐世保プール
なめしスイミングセンター
ビートスイミング西諫早プール
ウォーターメイツスイムクラブ長崎
ビートスイミングクラブ北松プール
ビートスイミングクラブ長崎あぜかり
熊本
菊南スイミングクラブ
ウキスイミングスクール
ビートスイミング熊本プール
熊本 YMCA むさしセンター
熊本 YMCA ながみねファミリーセンター
熊本 YMCA みなみセンター
熊本 YMCA 段山本館
おおがスイミングスクール
スポーツクラブアレスト玉名
ベストスイミングクラブ熊本
ベストスイミングクラブ松橋
ビートスイミングクラブアンビー熊本プール
ベストスイミングクラブ戸島
KSG 八代
ミキ 21 スイミングスクール
E-LAND スポーツクラブ
大分
ビートスイミングクラブ大在プール
サイズスイミングスクール
宮崎
ビートスイミング日向プール
西日本スイミングクラブ祇園校
西日本スイミングクラブ柳丸校
ＡＢＣスポーツクラブ
ゴールドジムイオンモール宮崎
ビートスイミングクラブ延岡プール
セミコンスポーツプラザ
フィットネスクラブターザン / ターザンスイミングクラブ
鹿児島
南さつま健康スポーツプラザ
セイカスポーツクラブ アミュプラザ店
セイカスポーツクラブ 川内店
セイカスポーツクラブ 宇宿店
アクアアカデミー Nb
ライズスイミングスクール
原田学園スイミングスクール
ゆーぷる吹上スイミングクラブ
沖縄
ガルフスポーツクラブ
沖縄スイミングスクール豊見城校
沖縄スイミングスクール前田校
沖縄スイミングスクール浦添校
沖縄スイミングスクール糸満校
沖縄スイミングスクール名護校
沖縄スイミングスクール那覇校
沖縄スイミングスクール三原校
AQUA Swim Academy 八重瀬
スポーツアカデミー宮古島
寿ランド
海邦スポーツクラブ
エーススポーツクラブ
北谷スポーツセンター
NB 沖縄

スクール管理システム
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