
　　子供たちだけで参加するキッズキャンプ。おかげさまで今年で34-35回目となります。
　　期間中は、雪上から生活面までキッズ担当コーチがフルサポートいたします。
　　スキー・スノーボードの技術はもちろん、集団生活の中から生まれる協調性、責任感、人間関係を
　　創造する喜びをお子様に体験していただけるよう、体制を整えて開催いたします。
　　どうぞ、おひとりでも初めてでも安心してご参加くださいませ。

1.日程 １期（第34回）：2016年12月26日（月）～12月28日（水）　2泊3日
２期（第35回）：2017年 3月26日（日）～  3月29日（水）　3泊4日

2.参加費 現地集合・・・・・ 1期：￥66,000　/　2期：￥91,000
東京駅集合・・・・ 1期：￥72,040　/　2期：￥97,040

【料金に含まれるもの】
１期（２泊３日）：２泊７食、レッスン３日間、傷害保険
２期（３泊４日）：３泊１０食、レッスン４日間、傷害保険
※東京駅集合の場合は往復新幹線代が含まれます。

【オプション(別料金)】
スキー（スキー板・ブーツ・ポール）・スノーボードレンタル（ボード板・ブーツ）

※スノーボードは２期のみの開講です
１期（３日間）：￥4,000　/　２期（４日間）：￥5,000

3.対象 スキー：小学１～６年生 スノーボード：小学３～６年生

4.定員 スキー：１期６０名・２期５０名 スノーボード：２期のみ１０名

5.会場 軽井沢プリンスホテルスキー場（宿泊：軽井沢プリンスホテルウエストコテージ）

6.お申し込み方法

☆１ １ 月１ 日（ 火） より 受付開始☆

　 ①キッ ズキャ ンプ申込書を FAXまたは郵送にて送付。 ※スク ール窓口でも お申込みいただけます。
　 ②スク ールより 、 お振り 込みいただく 金額を 記載し て申込書を 返送し ます。
　 ③申込書に記載の指定口座に参加費を お振り 込みく ださ い。
　 ④ご入金を も ちまし て正式エント リ ーと さ せていただき 、 参加日の２ 週間前頃に詳し い案内書類を
　    郵送さ せていただき ます。
　 ⑤お子様についてご記入いただく 必要書類がございます。 別途指定の期日までにご返送く ださ い。

★★★WEBフ ォ ームから も お申込みでき ます！★★★

1期スキー： ht t ps: //f or mcr eat or . j p/answer . php?key=r r MTW0NqpVNzgi wBB2PdVA%3D%3D

2期スキー： ht t ps: //f or mcr eat or . j p/answer . php?key=i SyR4KZTuhnf gakPi dmbzQ%3D%3D

2期ボード ： ht t ps: //f or mcr eat or . j p/answer . php?key=t qEI Wi er e%2F91UPi j vQF9%2BA%3D%3D

1期スキー 2期スキー 2期ボード

7.申込締切
現地集合コース １期：１２月９日（金）/　２期：３月１０日（金）
東京駅集合コース １期：１２月２日（金）/　２期：３月　３日（金）
※新幹線団体予約の都合上、東京駅集合コースは締切日が早くなっております。

8.最少催行人数 各期１０名

9.旅行企画手配：(株)スポーツユニティ/キャンプ企画：(株)ネーヴェ


10.お問い合わせ・お申込み先
１１月１日（火）より受付開始

＊岡部哲也スキースクール（12/1～）
〒389-0193　長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢　軽井沢プリンスホテルウエスト

FAX：０２６７－４１－１７５１
＊株式会社ネーヴェ（11/30まで）
〒389-0102　長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1057-16

FAX：０２６７－４１－０６４３
E-mail：info@neve.jp URL：www.snowdreamer.jp

TEL：０２６７－４１－１７５０

TEL：０２６７－４１－０６２３

軽井沢キッズキャンプ



＊下記はおおまかなものです。詳細はお申込後にご案内いたします。

１期：２日目
初日 ２期：２～３日目 最終日

9:00 集合（東京） 7:30 起床 7:30 起床
11:30 集合（軽井沢） 8:00 朝食 8:00 朝食
12:00 昼食 9:00 レッスン開始 9:00 レッスン開始
13:20 開校式 11:30 昼食 12:00 レッスン終了

レッスン開始 レッスン開始 昼食
16:30 レッスン終了 16:30 レッスン終了 14:30 閉校式・表彰式
18:00 夕食 18:00 夕食 15:15 解散（軽井沢）
19:00 レクリエーション 19:00 レクリエーション 17:00 解散（東京）
20:00 入浴 20:00 入浴
21:00 消灯 21:00 消灯

Q:雪を見たこともないのですが、参加できますか？
A:大丈夫です。クラス分けを行い、レベルにあったレッスンを行います。
    個人差やゲレンデ状況にもよりますが、初めてのお子様でも滑ることができるようになります。
Q:生活面が不安です。
A:キャンプ期間中は、雪上から生活面までキッズ担当スタッフが常にサポートいたします。
　コテージ各棟にもコーチが１名ずつ付き、生活を共にします。
　急な病気やケガなどの対応のため、サポートスタッフが常に待機しておりますので、
　必要な場合は病院へ連れて行くなどの対応を行い、保護者の方にもすぐ連絡をいたします。
Q:宿泊先の様子や部屋割りは？
A:プリンスホテルウエストコテージ（大きなリビングの周りにユニットバス・トイレ・洗面付きの
　ツインルームが4つ配置されたタイプ）を数棟利用し、年齢、性別を考慮して部屋割りをします。
　コテージは男女別ですが、低学年のお子様の場合、参加者の人数等により事前にご了解いただき
　男女混合棟になる場合もございます。ツインルームの同室希望のみ承ります。（キャンプ企画の
　趣旨より3名様以上の同棟希望には申し訳ございませんがお応えできません。）
Q:食物アレルギーがあると参加できませんか？
A:参加前に調査票へアレルギー食物の種類や症状などをご記入いただきます。その調査票を基に
　軽井沢プリンスホテルのレストラン厨房担当者と綿密な打ち合わせを行い、素材やメニューの
　差替えをして対応することが可能ですので、どうぞご相談くださいませ。
Q:帰りだけ現地で解散したいのですが・・・
A:片道のみの新幹線利用も可能です。
Q:キャンプ日程の途中から参加したいのですが。
A:集団生活を通じてお子様の協調性をはぐくむこともテーマとしているため、全行程での
　ご参加のみとさせていただいております。
Q:本格的にレーシングスキーをやっているのですが・・・
A:レーシングや検定対策など専門的なキャンプではありませんが、お子様のレベルに合わせて班分けをし、
　上達を目指す内容となっております。
Q:スノーボードで必要な道具は？
A:スノーボードはスキーに比べて転倒によるケガの確率が高いため、ヘルメットはもちろん
　ヒップパッドやリスト（手首）ガードも必要です。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

コンセプトは楽しみながら上手くなる！
「スキー・スノーボードが大好きに！」を目標にキャンプを開催します。雪上スポーツならではのフィーリング
を大切に、お友達同士で協力し、同じ時間を共有しながら、それぞれが目標を立てて練習します。
（※スノーボードは２期のみの開講です）

初めてのお子さまには基本をしっかりと、経験あるお子さまには更なる楽しみ方の広がりをと、各レベルに

合わせ安全に配慮したレッスンをいたします。最終日のフォーメーションパフォーマンスは盛り上がります！
また、コミュニケーション能力や自主性の向上を目指し、新たなお友達との出会いやお部屋での役割分担

なども大きなテーマとしています。



　 ■FAX．0267-41-0643（11/30　迄） ／0267-41-1751（12/1～）

◆スキー・スノーボード共通（すべて必須事項です） 年 月 日

※スノーボードは２期のみの開講・対象は小学校3年生以上です。 該当する□に✓印をご記入ください。

□ スキー　/　□　スノーボード（２期のみ）

参加日程 □ １期 <K１>：【2泊3日】12月26日（月）～28日（水）  □  ２期 <K２>：【3泊4日】3月26日（日）～ 3月29日（水）

　フリガナ （西暦） 年 月 日生

参加者氏名 様 年齢 歳 性別 男 ・ 女

学校名・学年 小学校 年生 キッズキャンプ参加 　□初めて　　　□（　　　　　）回目

 □ 友人・知人の紹介（ご紹介者：　　　　　　　　　　　　　　　　）  □ ホームページ  □ ＤＭ

 □ パンフレット  □ 前回参加  □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 □ スキーをするのが初めて  □ ハの字で止まることができる  □ ハの字で曲がることができる

 □ リフトに１人で乗り降りができる  □ スピードを出しながらすべることができる  □ 急斜面をすべることができる

 ※リフトに１人で乗り降りできないお子様は、安全上、リフトを利用しないでレッスンする場合があります。

 □ スノーボードをするのが初めて  □ 横滑り（サイドスリップ）ができる  □ 左右どちらかひとつのターンができる

 □ リフトに１人で乗り降りができる  □ 連続ターンができる

 ※リフトに１人で乗り降りできないお子様は、安全上、リフトを利用しないでレッスンする場合があります。

様

□特になし

食物アレルギー

 〒

E-mail

保護者名 　　様 携帯

 □ 東京から軽井沢（往路）のみ希望（東京集合・現地解散）  □ 軽井沢から東京（復路）のみ希望（現地集合・東京解散）　　

 □ 往復とも希望（東京集合・解散）  □ 希望しない（現地集合・解散）→交通手段 ：□車　□バス　□その他（ ）

レンタルスキー  □ レンタルを希望（有料）→身長 cm/体重 kg /靴サイズ cm  □ 希望しない（持参する）

ヘルメット  □ レンタルを希望（無料）  □ 希望しない（持参する） ※レッスン時にはヘルメットの着用をお願いしております。

■お申し込み方法(11月1日より先着順） ■費用

①キッズキャンプ申込書をFAXまたは郵便にて送付。

　　＊スクール窓口でもお申し込みいただけます。

②スクールより、お振込みいただく金額を記載して返送いたします。

③下記指定口座に参加費をお振り込みください。

④ ご入金をもちまして、正式エントリーとさせていただき、

　　参加日の2週間前頃に詳しいご案内書類をお送りいたします。

⑤お子様についてご記入いただく必要書類がございます。

　別途指定の期日までにご返送ください。

　 ※WEB申し 込みも 可能です。 その場合は①②は不要です 　【12/1　以降】 　【11/30　迄】

　 　 別紙キッ ズキャ ンプ実施要項を ご覧く ださ い。 　岡部哲也スキースクール　 株式会社　ネーヴェ　　　

■キャンセル料 〒389-0193 〒389-0193

20～8日前 参加料の20％ 7～2日前 参加料の30％ 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

前日 参加料の40％ 当日 参加料の50％ 軽井沢プリンスホテルウエスト 　　　1057－16

旅行開始後、または無連絡不参加 　TEL 0267-41-1750 　TEL 0267-41-0623

※お客様のご都合によるｷｬﾝｾﾙには、上記のキャンセル料がかかります。ご了承ください。   FAX 0267-41-1751 　FAX 0267-41-0643

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。

ご請求金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■振込先

三井住友銀行　　渋谷支店
お振り込み期日　　　　　　月　　　　　日（　　　　）までに 普通口座　　6424758
右記口座にお振込みをお願いいたします。 口座名義：ネーヴェキャンプ
（遅れる場合はご連絡ください。） ※振込者名は、参加者名と参加会期（K1ｏｒK2）を入力してください。

 　　　　 例： カルイザワタロウ  Ｋ１

参加料の100％

―　株式会社　ネーヴェ　記入欄　―(切り取らずにFAXしてください）

¥4,000 レンタルスキー利用 ¥5,000

　　●●●　お申込み・お問合せ　●●●

¥66,000 現地集合・現地解散 ¥91,000

¥69,020 片道のみ新幹線利用 ¥94,020

参加者との続柄

新幹線

参加費
１期（Ｋ1）3日間 2期（Ｋ2）4日間

¥72,040 東京集合・東京解散 ¥97,040

スノーボード
レベル

ツイン同室希望
の

お友達（ご兄弟） ＊ご希望がある場合は、一緒にご参加のお友達（ご兄弟）
1名様のみお名前をご記入いただくことができます。

住所
TEL

FAX

□ なし　　□あり（対応が必要な食物・詳細をご記入ください：
）

キッズキャンプ参加申込書
申し込み日

生年月日

どうやってこのキャ
ンプをお知りにな
られましたか？

　　　　レベル　　　　　スキーまたはスノーボード、どちらか参加されるレベルをご記入ください。

スキーレベル
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