
10 (日)

ジョイパデ
-ホットドッグ- 

パデル名古屋 
~公式Line~  
ID:@padelnagoya 

お得な情報や特典サービ
スを発信致します。　　 

是非登録して下さいね♪ 

注目イベント！
1   金 

初打ちパデル　 パデル名古屋からのお年玉チャレンジも！ 
13時〜16時/¥3,000/定員20名/ゲームフリー/ラケットゲットチャンスアリ！ 

2  土  ★パデル体験：13時～14時/￥500-/定員6名 

3  日  ★パデル体験：12時～13時/￥500-/定員6名 

4  月 

【Simple  Padel　- 球出し＊ バンデッハ -】
19時〜20時/¥2,300-/定員4名/初級～ 
【Simple Padel　- 試合＊ミドル -】
20時〜22時/¥2,000-/定員6名/初中級、中級 NPL2レベル 

7  木 ★パデル体験：11時～12時/￥500-/定員6名 

8  金 

【Simple  Padel　- 球出し＊ レボテ -】
19時〜20時/¥2,300-/定員4名/初級～ 
RANK戦　【NPL3 MINI】※旧PN杯ミニ-ビギナー-
20時〜22時/初級、初中級/¥2,700/定員7名/個人戦 

9  土 
RANK戦　【NPL3 TEAM】※旧PN杯団体戦-ビギナー-
12時〜17時/初級,初中級/¥3,000/定員20名/団体戦/景品アリ 

10  日 
Padel Nagoya Official Ranking 【NPL2】※旧PN杯ミドル
12時〜17時/初級、初中級/¥3,500/定員8ペア/景品アリ 

12  火 ★パデル体験：13時～14時/￥500-/定員6名 

14  木 

【Simple  Padel　- 球出し＊ レボテ -】
19時〜20時/¥2,300-/定員4名/初級～ 
RANK戦　【NPL2 MINI】※旧PN杯ミニ-ミドル-
20時〜22時/初中級,中級/¥2,700/定員7名/個人戦 

15  金  ★パデル体験：20時～21時/￥500-/定員6名 

16 土 

【Simple Padel　- ペア練＊ビギナー -】
15時〜17時/¥2,500-/定員4ペア/初級、初中級/ペアエントリー 
 
★パデル体験：13時～14時/￥500-/定員6名 

17  日 
Padel Nagoya Official Ranking 【NPL３】※旧PN杯ビギナー 
12時〜17時/初級/¥3,500/定員8ペア/景品アリ 

18 月 

【Simple  Padel　- 球出し＊ レボテ -】
19時〜20時/¥2,300-/定員4名/初級～ 
【Simple Padel　- 試合＊ビギナー -】
20時〜22時/¥2,000-/定員6名/PN杯ビギナーレベル 

21 木  ★パデル体験：11時～12時/￥500-/定員6名 

22 金 

【Simple  Padel　- 球出し＊ バンデッハ -】
19時〜20時/¥2,300-/定員4名/初級～ 
RANK戦　【NPL2 MINI】※旧PN杯ミニ-ミドル-
20時〜22時/初中級,中級/¥2,700/定員7名/個人戦 

23  土
【ダンロップJPT 男子 名古屋オープン】 
日本パデル協会オフィシャル大会/10時～20時/協会HPエントリー 

26  火  ★パデル体験：13時～14時/￥500-/定員6名 

28  木 

【Simple  Padel　- 球出し＊ バンデッハ -】
19時〜20時/¥2,300-/定員4名/初級～ 
RANK戦　【NPL3 MINI】※旧PN杯ミニ-ビギナー-
20時〜22時/初級,初中級/¥2,700/定員7名/個人戦 

29  金  ★パデル体験：20時～21時/￥500-/定員6名 

30  土  ★パデル体験：13時～14時/￥500-/定員6名 

31  日 
【ダンロップJPT 女子 名古屋オープン】 
日本パデル協会オフィシャル大会/10時～20時/協会HPエントリー 

イベントのお申込はTEL(052-253-9900）/Facebook/LINE（＠padelnagoya）にて承ります。  

19 (土)

体験レッスン60分/ 500円 

<毎週>（月）9時〜、（火）21時〜、（木）11時〜 

<隔週>（月）19時〜、（土）12時〜、（日）12時〜　 

※お一人2回まで可。上記以外の日程希望の方はお問合せください。 

※その他イベントと重複する場合は未開催となります。 

5 (日)

17 (日)

初級の方から楽しめる♪  
4月のランチはホットドッグ！  
こだわりのホットドッグを  
つまみながらパデル！  
12:00〜16:00/20名  

￥3,900/パデル体験付き  

Simple Padel

PN杯 
-男子ダブルス- 

11月はStarvie協賛開催！！ 
優勝ペアのシャツがStarvieシャツになります。 
当日即売会も！！ 
年間獲得ポイントを競い合うPN杯！ 
年間チャンピオンには豪華景品贈呈！ 
 

16時〜20時/中級～ 
¥3,500/定員８ペア 

★パデル体験 
「上記の日程では難しい！」「身内だけでパデル体験したい！」 

という方はご相談ください(^^)　ご都合の良い時間で調整致します 

料金：レンタルコート代1時間分（￥4,000～￥5,200） 

 

RANK戦  

 
 

Enjoy  
Padel  
Event  

 
 

1 (金)

ジョイパデナイト
- BBQビアガーデン - 

Enjoy  
Padel  
Event  

 
 

土曜の夜はパデル名古屋で 
ジョイパデないと!! 
春はやっぱりBBQ!! 
パデル&BBQ＆ビアガーデン 
 
19:00〜23:00/初級～ 
20名/￥3,900 

19 (土) PN杯 
-ミックスダブルス-  年間獲得ポイントを競い合うPN杯！  

ミックスダブルス！！  
年間チャンピオンには豪華景品贈呈！  
当日優勝ペアにはシャツ贈呈  
 

16時〜20時/中級～ 
¥3,500/定員８ペア 
 

イベントスケジュールは急遽変更する場合がございます。ご了承ください。 

RANK戦  

 
 

12時〜17時/初中級、中級（旧PN杯ミドル）/¥3,500 
定員20名/景品パデルシャツ/予選リーグ後トーナメント 
 

SimplePadelとは、『球出し練習のみ』『試合のみ』など内容がとて
もシンプルなイベントです！  
時間も１時間～２時間でお1人から気軽に参加できます  
「とにかく球出しをうけたい」「練習試合がしたい」  
という方にとても人気なイベントです！  
球出しは1時間で1年分のレボテの練習ができます(笑)  
『シンプルで気軽にパデルを』  
 
SimplePadel-球出し＊レボテ→レボテの球出し練習を1時間 
SimplePadel-球出し＊バンデッハ→バンデッハの球出し練習を1時間 
SimplePadel-試合→レベル別で試合を2時間 
 

 

イベントにもスクール会員割引（イベントにより500円引き、300円引き）  

6月のPN杯は全てBullpadel Japan協賛

優勝ペアの景品がいつもより豪華に !!
なんと男子ダブルスは Bullpadelのラケットバッグを進呈 !!
PN杯イベント当日にワゴンセールも開催 ♪

セット価格￥3,900-

【Simple  Padel　- 球出し＊ レボテ -】
19時〜20時/¥2,500-/定員4名/初級～ 
【Simple Padel　- 試合＊男ダブ、ミックス-】
20時〜22時/¥2,000-/定員6名/PN杯男ダブ、ミックスレベル

祝日開催

【Simple Padel　- ペア練＊ミドル -】
15時〜17時/¥2,500-/定員4ペア/PN杯ミドルレベル

男女混合！！【RANK戦　PN杯　- ミックス -】
16時〜20時/中級～/¥3,500/定員8ペア/景品アリ

【Simple Padel　- ペア練＊ビギナー -】
15時〜17時/¥2,500-/定員4ペア/PN杯ビギナーレベル

年間獲得ポイントを競い合うPN杯！男
子ダブルス！！  
年間チャンピオンには豪華景品贈呈  
当日優勝ペアにはシャツ進呈  
 

16時〜20時/中級～ 
¥3,500/定員８ペア 

11月はStarvie協賛開催！！ 
優勝ペアのシャツがStarvieシャツになります。 
当日即売会も！！ 
年間獲得ポイントを競い合うPN杯！ 
年間チャンピオンには豪華景品贈呈！ 
 

12時〜16時/初中級～ 
¥3,500/定員８ペア 

11月はStarvie協賛開催！！ 
優勝ペアのシャツがStarvieシャツになります。 
当日即売会も！！ 
年間獲得ポイントを競い合うPN杯！ 
年間チャンピオンには豪華景品贈呈！ 
 

12時〜17時/初級、初中級 
¥3,500/定員８ペア 

11月のPN杯Starvie協賛

【JPT 男子 名古屋オープン】 
日本パデル協会オフィシャル/12時～20時

【JPT 女子 名古屋オープン】 
日本パデル協会オフィシャル/10時～20時

セット価格￥3,900-

セット価格￥3,900-

セット価格￥3,900-

セット価格￥3,900-

セット価格￥3,900-

セット価格￥3,900-

セット価格￥3,900-

今年も年越しはパデル名古屋で！ 
BBQ＆PADELで年を越す瞬間をパ
デルコートで迎えましょう 
年越し後は大須観音で初詣だ！！ 
19時〜24時/誰でも！ 
¥3,000/定員20名 

 
 

初打ちパデル！ 

セット価格￥4,900-

オフィシャルランキング【RANK戦 PN杯 - 男子ダブルス -】
16時〜20時/中級～/¥3,500/定員8ペア/景品アリ

【RANK戦　PN杯 団体戦　- 男子ダブルス・ミックス-】
16時〜20時/中級～/¥3,000/定員20名/景品アリ

【RANK戦　PN杯 MINI　- 男ダブ -】
21時〜22時/中級～/¥2,700/定員3ペア

【RANK戦　PN杯 MINI　- ミックス -】
21時〜22時/中級～/¥2,700/定員3ペア

 
 

12時〜17時/初級、初中級(NPL3レベル)/¥3,000 
定員20名/景品アクセサリー/予選リーグ後トーナメント  

  9 (土)

RANK戦  

 
 

「正月だらだらしてませんか？」 
パデル名古屋で初打ちだー！ 
お年玉！！ラケットゲットチャンス有り！！ 
 
13時〜16時/レベルフリー/¥3,000/定員20名 
パデル4時間フリーコート 

 
 

パデル
名古屋1 月

12時〜17時/初級,初中級（旧PN杯ビギナー）/¥3,500 
定員20名/景品パデルシャツ/予選リーグ後トーナメント 
 


