
世界の舞台で活躍してきた、代表・岡部哲也によるレーシングキャンプ。

その経験から導き出されるオリジナリティに富んだキャンプメニューは、ここ軽井沢でしか体験できません。

【日程】 ※宿泊はお客様ご自身での手配となります。（下記参照）

： 　　１月２０日（金）～１月２２日（日）   ＳＬ 担当：岡部哲也　

： 　　２月１０日（金）～２月１２日（日）   ＳＬ 担当：岡部哲也

： 　　３月２４日（金）～３月２６日（日）   ＳＬ 担当：岡部哲也

【料金表】

大人 中高生 シニア 小学生

1日につき ¥17,000 ¥16,000 ¥12,000

3日間参加 ¥48,000 ¥45,000 ¥33,000

【スケジュール】 【ご注意】

○キャンプ初日（午後スタート） 　＊シニアは55歳以上となります。

12:30～13:00 イーストスクールにて初日受付 　＊集合場所及び使用バーンは気象状況やバーン状況によって

13:30～15:30 午後レッスン（浅間コ－ス） 　　変更となる場合がございますので受付時にご確認下さい。

16:00～ ミーティング 　＊3日間を通したプログラムで組んでおりますので

○キャンプ２・３日目（午前スタート） 　　全日程での参加をお勧めします。

 8:30～　9:00 イーストスクールにて受付 　＊状況によりスケジュールが変更になる場合もございます。

10:00～12:00 午前レッスン（浅間コース） 　＊3日間コースの初日のみご参加される方へ

13:30～15:30 午後レッスン（浅間コース） 　　　初日レッスンは午後のみ（1単位）となりますが、料金は同額

16:00～ ミーティング（最終日は実施いたしません） 　　　となりますのでご了承願います。

REAL！経験豊富なコーチ陣がプロデュースするレーシングキャンプ。分かりやすく的確なアドバイスで、多くの参加者から支持を得ています。

独特の発想から生まれるスキー技術でタイムアップを目指しましょう。

【日程表】 ※宿泊はお客様ご自身での手配となります。（下記参照）

： 12月  3日（土）～12月  4日（日） ﾌﾘｰｽｷｰ：担当　スクールスタッフ ： 2月  4日（土）～2月  5日（日） GSL：担当　寺田盛将

： 12月10日（土）～12月11日（日） ﾌﾘｰｽｷｰ：担当　原田彦　 ： 2月18日（土）～2月19日（日） GSL：担当　寺田盛将

： 12月17日（土）～12月18日（日） ﾌﾘｰｽｷｰ：担当　原田彦　 ： 2月25日（土）～2月26日（日） GSL：担当　寺田盛将

： 12月23日（金）～12月25日（日） ﾌﾘｰｽｷｰ：担当　寺田盛将 ： 3月18日（土）～3月20日（月） GSL：担当　原田彦

：   1月 7日 （土）～  1月 9日（月） 　　GSL：担当　原田彦 ： 4月  1日（土）～4月  2日（月） ファイナル

：  1月14日 （土）～  1月15日（日） 　　GSL：担当　上林卓司 　

【料金表】※1日につき

大人 ¥14,300

中高生シニア ¥13,300

小学生 ¥10,000

【スケジュール】

 8:30 イーストスクールにて受付  8:30 イーストスクールにて受付

 8:50 集合　(受付時に集合場所ご案内)  9:50 集合　(受付時に集合場所ご案内)

 9:00～11:30 午前レッスン 10:00～12:00 午前レッスン

13:00～14:30 午後レッスン 13:30～15:30 午後レッスン

14:45～ ビデオミーティング 15:45～ ビデオミーティング＆フリースキーレッスン

（最終日は実施いたしません） （最終日は実施いたしません）

   【ご注意】

＊シニアは55歳以上になります。

＊RC1期～RC3期はビデオミーティング後のレッスンはございません。

＊2日間を通したプログラムで組んでおりますので全日程でのご参加をお勧めします。

＊集合場所及び使用バーンは気象状況やバーン状況によって変更となる場合がございますので受付時にご確認下さい。

＊状況によりスケジュールが変更になる場合もございます。

　　お問い合わせ・お申込み
（株）ネーヴェ　TEL:0267-41-0623　FAX:0267-41-0643（11月まで）

E-mail : info@neve.jp http://snowdreamer.jp/
岡部哲也スキースクール（2016年12月3日OPEN）　　ＴＥＬ：0267-41-1750　　FAX：0267-41-1751

宿泊料金： 軽井沢プリンスホテルベストレート
お問合せ・お申込み： 軽井沢プリンスホテル(予約）ＴＥＬ０２６７-４２-８６８６

(受付時間：９：００～１９：００）
　　　　　宿泊日・予約状況に応じて価格は変動します。満室の場合もございますので、お早目のご予約をお勧めします。

　　　　　　　　※予約係に「岡部哲也○○キャンプ（大会）参加」とお申し出のうえ、直接ご予約ください。
　　　　　　　　　 ※早期予約がお得です。

料金に含まれているもの

　リフト券･レッスン･ビデオミーティング（最終日ナシ）・傷害保険

料金に含まれているもの

リフト券･レッスン･ビデオミーティング（初日のみ）
フリースキーレッスン・傷害保険

16-17　岡部哲也スペシャルレーシングキャンプ

16-17　ネーヴェレーシングキャンプ

岡部哲也SS各種キャンプ・ＧＳＬ＆ＳＬ大会参加者限定　特別宿泊プラン

リフト券･レッスン･ビデオミーティング（初日のみ）
フリースキーレッスン・傷害保険

レッスン･ビデオミーティング（初日のみ）
フリースキーレッスン・傷害保険

¥15,600

¥14,600

¥11,000

■レーシングコーチ：原田彦 サロモンチームコーチ
上林卓司 元ナショナルチーム
山口拓也・寺田盛将・他スクールスタッフ



分かりやすく情熱的なレッスンが大好評の湯浅校長を中心とし、ベテランスタッフが担当するベーシックキャンプ。

様々なシチュエーションを利用しベーシックなスキー操作から検定対策まで、参加者の滑りを幅広くフォローします。

是非ご参加下さい。

【日程】 ※宿泊はお客様ご自身での手配となります。（下記参照）

： １２月１７日（土）～１２月１８日（日）　　初滑り 担当　：　湯浅校長、他

： 　１月１４日（土）～　１月１５日（日） 　ミドルターン 担当　：　湯浅校長、他

： 　２月１８日（土）～　２月１９日（日） 　コブ入門 担当　：　湯浅校長、他

： 　３月１８日（土）～　３月２０日（日） 　ショートターン 担当　：　湯浅校長、他

【料金表】

大人 料金に含まれているもの

1日につき ¥14,300 　リフト券・レッスン・傷害保険

【ご注意】

【スケジュール】 ＊シニアは55歳以上になります。

8:30～9:30 イーストスクールにて受付 ＊集合場所及び使用バーンは気象状況やバーン状況によって変更となる場合が

9:50 集合 　　ございますので受付時にご確認下さい。

10:00～12：00 午前レッスン ＊2-3日間を通したプログラムで組んでおりますので全日程での参加をお勧めします。

　　　　　各自昼食 ＊参加人数等状況により、担当コーチの増員または変更の可能性がございます。

13:30～15：30 午後レッスン ＊天候等状況によりスケジュールが変更になる場合もございます。

　

もっともっと上手になりたい！というお子様のやる気に応えるプログラム。本気で上達を目指す小学生対象です。

レベルアップを目指すお子様の滑りを一から見直し、ショートからロングさらにあらゆる雪質に対応できるスキーヤーに

育てあげるスペシャルレッスンです。

ジュニアエキスパートからさらなるレベルアップを目指すお子様を対象とした内容です。ぜひご参加ください。

【受講対象】 小学生（1年生～６年生）/ 日本語が理解できる方
ジュニアエキスパート以上（Jr.1級所持　もしくは、同等レベル）
急斜面を自分でコントロールして滑れる方

急斜面で一定のリズムを保ってショートターンで滑れる方
※JC2〜JC4に参加ご希望の方はJC1もしくはジュニアエキスパートクラスをご受講いただき、
  レベルの判定を受けてください。

【日程】 ※宿泊はお客様ご自身での手配となります。（下記参照）

： １２月１７日（土）～１２月１８日（日）　　ベース作り 担当　：　梶伸之、他

： 　１月１４日（土）～　１月１５日（日） 　ショート、ロング　 担当　：　梶伸之、他

： 　２月１８日（土）～　２月１９日（日） 　トータルトレーニング 担当　：　梶伸之、他

： 　３月１８日（土）～　３月２０日（日） 　コブ・春雪チャレンジ 担当　：　梶伸之、他

【料金表】

1日参加 2日参加

小学生のみ ¥11,000 ¥21,000

【スケジュール】 【ご注意】

8:30～9:30 イーストスクールにて受付 ＊集合場所及び使用バーンは気象状況やバーン状況によって変更となる場合が

9:50 集合 　　ございますので受付時にご確認下さい。

10:00～12：00 午前レッスン ＊2-3日間を通したプログラムで組んでおりますので全日程での参加をお勧めします。

　　　　　各自昼食 ＊参加人数等状況により、担当コーチの増員または変更の 可能性がございます。

13:30～16：00 午後レッスン ＊天候等状況によりスケジュールが変更になる場合もございます。

(最終日以外は15:30～16:00　ビデオミーティング）

お問い合わせ・お申込み

（株）ネーヴェ　TEL:0267-41-0623　FAX:0267-41-0643（11月まで）

岡部哲也スキースクール（2016年12月3日OPEN）　　ＴＥＬ：0267-41-1750　　FAX：0267-41-1751

宿泊料金： 軽井沢プリンスホテルベストレート
お問合せ・お申込み： 軽井沢プリンスホテル(予約）ＴＥＬ０２６７-４２-８６８６

(受付時間：９：００～１９：００）
　　　　　宿泊日・予約状況に応じて価格は変動します。満室の場合もございますので、お早目のご予約をお勧めします。
　　　　　　　　※予約係に「岡部哲也○○キャンプ（大会）参加」とお申し出のうえ、直接ご予約ください。
　　　　　　　　　 ※早期予約がお得です。

岡部哲也SS各種キャンプ・ＧＳＬ＆ＳＬ大会参加者限定　特別宿泊プラン

ベーシックキャンプ

シニア・中高生

¥13,300

ジュニアエキスパートキャンプ

料金に含まれているもの

　レッスン・傷害保険

E-mail : info@neve.jp http://snowdreamer.jp/



＜コピー可＞

フリガナ 性別 生年月日 <西暦>

氏　名 様 歳

TEL FAX 携帯

※シーズン2度目または15-16シーズンに受講された方はこの欄↓の記入は不要です。（変更があればご記入お願いします。）

住所 〒

E-mail 緊急連絡先（実家、勤務先など）

備考

＊ご記入いただいた内容は、キャンプおよびスクール運営に関するものにのみ使用いたします。

↓お申し込みになるキャンプ内容を明記ください。（手配の関係上、7日前までにお申込をお願いいたします。） ↓参加コースに○をつけてください

期

↓①～②：お申込内容に○/③：ご記入をお願いします。

AM PM AM PM AM PM

　【12/1　正午以降】 　【11/30　18：00迄】
　岡部哲也スキースクール　 株式会社　ネーヴェ　　　

　〒389-0193 〒389-0102

　長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 長野県北佐久郡軽井沢町

　軽井沢プリンスホテルウエスト 軽井沢1057-16

　TEL 0267-41-1750 TEL 0267-41-0623

  FAX 0267-41-1751 FAX 0267-41-0643

16-17  岡部哲也スキースクール

お申し込みありがとうございます。ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。

ご入金確認後、スクールより受付時間等のご案内をさせていただきます。 その他連絡欄

ご請求金額合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月　　　　日（　　　　）までに

下記口座までお振込みをお願いいたします。

（遅れる場合はご連絡ください。）

三井住友銀行　　渋谷支店

普通口座　　6424758

口座名義：ネーヴェキャンプ

※お振り込みの際は、振込元（お客様）名に、参加者名とｷｬﾝﾌﾟ名（例：ヤマグチタクヤRC１）の入力をお願いします。

ＦＡＸ．０２６７－４１－０６４３（11/30　18：00迄）

　E-mail : info@neve.jp URL : www.snowdreamer.jp

2日目 ３日目

申込者が未成年の場合、保護者は当誓約書に承諾していることを誓約します。

また、キャンプ中の肖像権（雑誌、弊社ＨＰ・パンフレット、ＴＶ、ビデオ）は主催者に委ねることに同意します。

★neve* キャンプ共通申し込み書

①レッスン

③キャンプ中宿泊先②リフト券
（お持ちでない方は要に○）

要　・　不要

スキー・スノーボードレベル／資格／目標

【　誓　約　書　】

男　・　女 　　　　　年　　　　月　　　　日

ＦＡＸ．０２６７－４１－１７５１（12/1　正午以降）

明細

内容

　　●●●　お申込み・お問合せ　●●●

振込先

金額

キャンプ名

―　岡部哲也スキースクール記入欄　―

　　　　　 月　　　　　日～　　 　　　月　　　　 日 　　 3日間　　 2日間　　 1日

初日

ご注意

＊マナーを守らず、スキー場や周囲のお客様のご迷惑になる

ような行動をとられた場合、会期の途中でも参加を取りやめ

ていただく事があります。その際の参加料は返金できません

ので、ご了承ください。
＊参加途中でのキャンセルによる払い戻しはいたしません。
＊お申込書送付後のお客様のご都合によるお取り消しには、
下記のキャンセル料がかかります。

キャンセル料

・当日、無連絡：参加料の100％
・前日～7日前：参加料の20％

＊2日～7日前のキャンセルは、同シーズン内、
同料金のネーヴェキャンプに手数料無しで振り替えができま
す。


