（公財）
全日本スキー連盟公認

キャンモアスキー学校
2021-2022シーズン・コースのご案内

〒071-1466 上川郡東川町西4号北43番地

Tel：0166-82-3650 Fax：0166-82-2317
www.canmore.jp

〔全コース、バッジテストはリフト代は別、但しS4コースのみ特別にリフト代を含む〕
コ
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名
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程

定員・対象

料

金

講習時間

申込方法

キッズちゃん
S1 ※2021年4月2日現在で

[1月]

2日、3日、4日

〔30名〕年中・年長に限る

S2 ジュニアコース

[1月]

2日、3日、4日

〔60名〕小学生

8,000円 10：00〜12：00 令和3年11月23日（火曜日祝日）

[1月]

2日、3日、4日

〔10名〕
ジュニア・キッズ受講の保護者限定

4,000円

10,000円 10：00〜12：00

4歳以上に限ります

S3

レッスン待ちの保護者の
ワンポイントレッスン

ス

S4 リフトに乗れるようになろう [1月]

キ

29日

ー
S7 目標達成レッスン

S8 ジュニアアスリート育成

S10
B1

（料金にリフト代含む）

[2月] 5日

〔10名〕高校生以上

[1月] 9日、16日、23日、 〔40名〕小学生・中学生
30日
〔10名〕高校生以上
[2月] 13日

S6 日曜コース

S9

8日、9日、10日

[1月] 8日、15日、22日、 〔40名〕小・中学生

S5 土曜コース

エンジョイスキルアップ
（楽しく・カッコよく滑るために）
スキー指導者養成

〔会場〕

[1月] 9日、16日、23日、 〔30名〕スキー級別１-2級
30日
テクニカルプライズ受験予定
[2月] 13日、 20日
者
[1月] 9日、16日、23日、 〔5名〕小学生から高校3年生
30日
までの級別１級保持者
[2月] 13日、20日
[1月] 16日、23日、30日
[2月] 13日、20日、27日
[3月] 6日

スノーボード日曜コース

B3

スノーボードレッスン

[1月]

2日、3日、4日

12,000円 10：00〜12：00

〔10名〕高校生以上

小学生以上〜高校生まで

〔20名〕小学生〜一般

12,000円 10：00〜12：00
18,000円

10：00〜12：00

18,000円 13：30〜15：30

20,000円 13：30〜15：30

20,000円

18：30〜20：30
or
13：30〜15：30

500円

13：00〜1時間程度

12,000円

10：00〜12：00

8,000円

10：00〜12：00

3,000円 13：30〜15：30

B5

スノーボード
弱点克服レッスン

[2月] 12日

〔20名〕スノーボード
級別1級・2級検定予定者の
受験前ワンポイントレッスン

3,000円

プライベートレッスン

バッジテスト

スキー 級別テスト
スキー ジュニアテスト
スノーボード

級別テスト

クローズ

正式手続開始

未就学児（年中以上）・初心者の方は
マンツーマンレッスンに限る。

同レベルによる構成員・小学生以上に限る
2名以上で小学生以上(初心者不可）

マンツーマンのレッスンに限る
(事前にエンジョイシートに記入必要)

〔注意事項〕
●コース毎に予約カードを
配布いたします、当日限
り有効と成ります。
分のみお渡しすることが
できます。
次第〆切ります。・定員
随時スキー学校で受け付
け致します。
●受講申し込み書と受講
料を添えて、持参くださ
い。
●FAXや郵送では受付で
きません。
＊受講者の都合により欠
席の場合の受講料は返

2時間
5,000円

10：00〜12：00

午前受講の場合
10：00〜12：00

1名につき
3,500円 午後受講の場合
2時間 13：30〜15：30
5,000円

[2月] 12日、27日

[2月] 13日
[3月] 12日

9：00〜9：45 スキー学校内
9：50〜
スキー学校正面玄関前
〔講習・テスト〕10：00〜

金できません。

完全予約制
必ず電話で空き情報を確認し、
申し込みください
※ハンッディーキャップエン
ジョイレッスンは1週間前ま
でに申し込みください。

[2月]5日、20日
〔受付時間〕
[3月]6日（13日※１・2級のみ） 〔開会式〕

[1月] ２３日

2021-2022シーズン・コースのご案内とお申込み

終了

注意事項

〔20名〕小学生以上の
中・上級者

学校オープン

予約カード配布

●予約カードは、希望人数

[1月] 3日

未就学児(年中）〜一般

キャンモアスキー学校

12,000円 10：00〜12：00

スノーボード
やさしいグランドトリック

グループレッスン
（スキー・スノーボード共通）
ハンディキャップエンジョイ
（スキー）

9：00〜
9：15〜

に満たなかったコースは、

〔20名〕
ターンして滑れること
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〔日程〕

12,000円 10：00〜12：00 10：00

B4

〜

スノーボード

B2

[12月] 26日
[1月] 2日、9日、16日

12,000円 10：00〜12：00

●各コース共、定員になり

〔10名〕指導員・準指導員・認定指導員検定予定者
1月上旬〜2月下旬の全10回
[12月27日 11時学校集合時において日程・内容説明〕

スノーボードワンコインレッスン [12月] 26日

マンツーマン
（スキー・スノーボード共通）

センターハウス2階
レストランアルバータ

〔15名〕小学生

今年も
まってるよ!!

〔一斉受付〕
〔とき〕

10：15〜11：45

キャンモアスキー学校は
先生とたのしく質の高い内容で
技術がぐんぐん身につきます。
子どもたち一人ひとりの
レベルに合わせた
ていねいな指導が人気です。

1級受験者は2級合格証・１級事前講習修了証が必要となります
（当校のコース受講者は事前講習を修了したものと認めます
※１スキー級別は１級・２級のみとし本校のコース受講者に限る

スキー学校にて
当日受付

【個人情報の取扱いと肖像権等使用承諾について】
キャンモアスキー学校では、レッスン風景を可能な限り撮影しています。保護者、関係者の皆様はどの様なレッスンをしているか一番関心があると思います。下記の
内容をご理解いただき了解頂いた上で申し込みください。
●受講申込書に記載された情報は個人情報保護法に基づき、厳密に管理するとともに、受講に必要な連絡、作業等以外の目的以外は使用いたしません。
●レッスン風景、滑走シーン、集合写真等を撮影しインターネット上で使用する写真(肖像権等個人情報)については「キャンモアスキー学校」の広報活動の一環とし
て取り扱うものとし、肖像利用対価にはあたりません。

※お問い合せは、11月1日（月）から開始（10時から15時まで対応） キャンモアスキー学校まで ℡0166-82-3650
●なお、今後の新型コロナウイルス等の感染状況により、各コースの変更または中止に成る場合がありますのでご了承ください。

ていねいに
教えてもらえるから

たくさんのコースから
自分にぴったりのクラスを

選べる!

どんどん上手くなるから

楽しい!

安心!

