
主催　かもい岳スキー・スノーボード学校

番号 曜 日 対 象 者 集合場所 料　　金

初級班：リフトに乗れる
（ジュニア４・５級）

中級班：初級コースを滑り
降りられる。

（ジュニア３級）

③ 日曜・祝日
上級班：ターンができる。
（ジュニア１・２級）

④ 土曜日

⑤ 日曜・祝日

⑥ 冬休み

⑦ 春休み ９：３０～１１：３０ 1２:３０～1４:３０

５、常設コース（受付は東ロッジ３階スキー学校事務局まで）

⑧ 常　時 10:00～12:00 13:00～15:00
条件はありません。
詳しくは事務局まで 東・西 裏面参照

（リフト代は含みません）

番号 曜 日 対 象 者 集合場所 料　　金

① 　常　時　 西
「1単位」平　日  6.000円
「1単位」土・日　3.500円
(リフト代は含みません）

２．土曜・日曜　２回コース（初めての方からレベルアップを目指す方、全てに応じます。）

② 土 ・ 日 曜 日 西 ６，0００円
（リフト代は含みません）

３．土曜・日曜　４回コース（初めての方からレベルアップを目指す方、全てに応じます。）

③ 土 ・ 日 曜 日 西 １1，5００円
（リフト代は含みません）

土曜日

10:00～1２:00

10:00～12:00

②

時　　　　　　　　　　　間

(1)スキー場オープンから２月末まで
(2)土曜、日曜　午前１単位の２日間
(3)前日までに要予約（連盟事務所）

10:00～12:00

【スノーボードコース】

５,０00円
（リフト代は含みません）

日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　程

１．常設コース（レベルアップを目指すボーダー全てに応じます。）

１２月１７日（日）～３月末日　

　午前　10：00～12：00
　午後　13：00～15：00
　※集合場所については事務局へ
お問い合わせ下さい。

４．冬休み・春休みコース（春休みコース→２3日は午後、24日は午前・午後通して講習します）(シニアも可)

１月１0日（水）～１2日（金）　　　　　計３日間
初級班：リフトに乗れる。
中級班:初級コースを滑り
降りられる(級別3級程度)
上級班：ターンができる
（級別１・2級程度）

東
３月２3日（金）～２4日（土)     計 2日間　(23日は午後)

10:０0～1２:０0

  ２０１8年度　全日本スキー連盟公認　

日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　程

【スキーコース】　

          ■  経験豊富なＳＡＪスキー・スノーボードインストラクターと
 　　　　　　　      充実したコース設定で皆さんの入校をお待ちしています。

１．初めてのコース
時　　　　　　　　　　　間

スキー初体験のお子様を対
象にしたコースです

１６,０00円
（リフト代は含みません）

１月６日、１３日、２０日、２７日
２月３日、１０日、１７日、２４日　　　　　計８日間

１月６日、１３日、２０日、２７日
２月３日、１０日、１７日、２４日　　　　　計８日間

１月７日、８日、１４日、２１日、２８日
２月１１日、１２日、２５日　　　　　　　　計８日間

東

初級班：リフトに乗れる。
中級班:初級コースを滑り
降りられる(級別3級程度)
上級班：ターンができる
（級別１・2級程度）

東

１月７日、８日、１４日、２１日、２８日
２月１１日、１２日、２５日　　　　　　　　計８日間

２．ジュニアコース（スキーを楽しみたい幼児・児童対象。ジュニアテスト対策も取り入れます。）

条件はありません。

３．一般コース（スキーを楽しみたいジュニアテスト２級以上の方対象。級別テスト対策も取り入れます。）

１６,０00円
（リフト代は含みません）

１２,０00円
（リフト代は含みません）東期 日 指 定 10:０0～11:30

  前期１２月２5日（月）～２８日（木）
  後期   １月  ４日（木）～    5日（金）　　計６日間①

条件はありません。

条件はありません。
(1) １２月オープン～２月末日
(2) 月～金は前日まで事務局へ予約お願いします。
　  土・日曜日は当日申込み可。但し　9:00～9:30の間

(1)スキー場オープンから２月末まで
(2)土曜、日曜　午前１単位の４日間
(3)前日までに要予約（連盟事務所）

10:00～12:00

申し込み方法:コースレッスン【スキー①～⑧下記の方法で】【ボード①②③は随時、前日まで連盟事務局へ】
※次のいずれかの方法によりかもい岳スキー連盟事務局にお申し込み下さい。
①直接持参：裏面申込用紙に必要事項を記入の上、授業料とともにご持参下さい。(平日のみ 10:00～15:00まで)
②現金書留：裏面申込用紙に必要事項を記入の上、授業料とともにご郵送下さい。
③銀行振込：裏面申込用紙に必要事項を記入し、ＦＡＸ(42-6969)か郵送でスキー学校事務局宛にお送り下さい。

〈振込先〉 北門信用金庫 本店(普通)  口座番号：１２３１８９３ かもい岳スキー連盟教育部長
※申込期間：11月11日(土）～12月17日(日)まで着金、申込用紙必着です。
※現金書留、銀行振込で申し込みをされた方には、入金確認後領収証を郵送いたします。

諸注意事項
１ リフト券については各受講生購入となります。なお、『受講生用割引制度』があります。

事務局にお問い合わせ下さい。
２ 荒天時スキー授業が中止になった場合は、早急に担当講師又はスキー学校事務局から連絡いたします。
３ スキー学校では受講者に対して、「スキー学校受講者保険」に加入していますが、個人での加入もお

勧めします。



区　　分 現行料金 割引料金

１６，０００円 14,000円

１２，０００円 10,000円

５，０００円 4,500円

１６，０００円 12,000円

１６，０００円 13,000円

2  時  間 4時間

６,000円 １０,000円

２枚 ４枚

２時間 4時間

３,000円 5,000円

１枚 2枚

会　 　期 テスト内容 会　　　　　　　場 受付場所 受付時間 講習時間 検定時間

2月4日 ジュニア・級別

2月18日 ジュニア・級別

3月11日 ジュニア・級別

3月25日 級　別

3月18日 テクニカルプライズ 東ロッジ ８：００～８；３０ 別　示 別　示

２．スノーボード検定開催日程　　※計４回行います。　    ※計6回実施

会　　 期 テスト内容 会　　　　　　　場 受付場所 受付時間 講習時間 検定時間

1月7日

1月21日

2月4日

2月18日

3月4日

3月25日

＊スキー・スノーボードの講習料、検定料、合格時の登録諸費用等については、かもい岳スキー学校事務局にお問い合わせ下さい。

＊日程については変更もあります。スキー場にある案内、もしくは学校事務局までお問い合せ下さい。

コース名

生年月日

基礎スキー
ボード

今持っている級

　Ｊｒ　　級
　級別　　級

　　　自　宅
連絡先
　　　携　帯

【グループ料金】（受講者2名以上、一人当たり料金）

ステップアップ割引

同 居 家 族 割 引

【プライベート料金（１名）】

【常設コース料金】　ボードは、クーポン券を利用できません。

一般・ジュニア

現　　金

※１２月１0日（日）にボード無料講習会があります!!。ただし、前日まで事務局に予約が必要です。(西斜面）

詳しくはスキー学校事務局へ問い合わせ下さい。

【今シーズンの割引】

コース名

一般・ジュニア

冬休み・春休み

ジュニア

割引の種類

継 続 割 引

詳しくはスキー学校事務局へ問い合わせ下さい。

第　　３　　回

            備　　　　　　考

過去３年以内にスキー学校の
各コースの受講実績がある方

シーズン中に初めてのコースから
ジュニアコースへ移行される方

スキー

兄弟姉妹、親子、夫婦、祖父母と孫など同居家族で受講の場合の一人分

初めて

(緊急時の連絡のため必ずお書き下さい)

級等を取得していない方は、滑走年数・滑れる斜度等をお書き下さい。

（
）

昭・平　　年　　月　　日(　　歳) 男・女

テクニカル

かもい岳スキー場
13:00～8:45～9:20東ロッジ4Ｆ 9:45～11:45

切　　　取　　　線

（☎）0125-42-2772    （FAX）42-6969   （E-メールアドレス）ksrenmei@sea.plala.or.jp

未成年の方の申込は必ず保護者の署名・捺印をお願いします。

　　　　　　　スキー学校受講時の賠償事故、傷害事故等の一切の責任については、私の責任に於いて処理します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　※個人情報保護法により、申込書に記載された個人情報は、かもい岳スキー学校の事業を円滑に運営するためのみ使用します。

スキー・スノーボード：　　　　　　　　　コース

（ふりがな）
氏　　名

〒　　　　－

希望コース番号

住　　　所

（　　　　　　　　　　）

検定終了後、各級ごと随時発表級　　　別 かもい岳スキー場

技術レベル

か　も　い　岳　ス　キ　ー　学　校　入　校　申　込　書

授業料：

学校名（学年）                              年
・勤務先

割引制度に該当する方は、○を付けて下さい

継  続　　　　ステップアップ　　　同居家族

検定終了後約1時間後に随時発表

第　　６　　回

第　　２　　回

〒073－0404　歌志内市歌神９５　かもい岳スキー場センターハウス３Ｆ

（スキー・スノーボードの講習会・検定会に関するお問い合わせ）

第　　４　　回

第　　５　　回

第　　２　　回

第　　４　　回

第　　３　　回
西ロッジ 9:００～9:３０

※検定開始時間は、受験者数、天候、各級別ごと異なりますのでご注意ください。

第　　１　　回

備　　　　　考

10:00～12:00 13:00～

第　　１　　回

クーポン券

備　　　　　　　考

１．基礎スキー検定開催日程

検定終了後、各級ごと随時発表

【講習検定会のご案内】

備　　　　　考

備　　　　　　　考

クーポン券

現　　金

【クーポン券】

クーポン券１冊 １６､０００円
（６枚綴）

スキー学校事務局にて
好評販売中！！


