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スクール受付場所 かぐらスキー場みつまたステーション
 みつまたロープウェー山頂駅下車50m（直進）
 みつまたスキーセンター２F
【スキー場HP】 http://www.princehotels.co.jp/ski/kagura/

プライベートレッスン、各コースレッスンは事前予約制です。
ホームページ内のお申込み専用フォーム、専用電話よりお申込みください。
ホームページ：http://www.kagura-ss.jp/ ⇒「レッスン申し込み」をクリック
ご予約専用電話：080-2215-2540
受　付　時　間：サマーゲレンデ営業日　8:30～16:00　他10:30～17:00
 冬季・春季　　　2017/11/23～ 5/27　8:00～16:30

表記の金額はすべて税込価格です。レッスン当日、スクール受付にてレッスン
料をお支払いください。なお、事前にお振込みをご希望の方はお申込みの際
にお問い合わせください。
※クレジットカードはご利用になれません。

※遅刻・早退の場合は返金いたしかねますのでご了承ください。
※天災地変、降雪量等、やむを得ない事由によりレッスンを中止・変更する
場合がございます。
※盗難、障害、疾病、天災地変、お客様の故意または過失によって生じた損
害に関しては賠償の責任を負いかねます。
※レッスン時間内の事故・怪我等につきまし
てはスクール損害保険が適用されますが
最低限の補償となるため、お客様個人で
の加入をお勧めいたします。

TEL：080-2215-2540　E-mail：info@kagura-ss.jp
〒949-6211 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣 742
（東京事務所 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 2-2サンブリヂビルB1）
TEL：03-3518-9190　FAX:03-3294-3475

キャンセル料
開催日20～ 8日前 30%
開催日 7～ 2日前 40%
開催日前日 50%
開催日当日 100%

アクセス

お申込み

当スクールでは「Excellent!! I like it」を掲げ、シーズン毎に一層充実した内
容にて、皆様をお迎えします。
「スキーを意のままに操り、雪の上を自由に滑りたい」といった方から、「怖い、
つらそう」といったイメージをお持ちの方まで適切なアドバイスをいたします。
さらに、スキー経験があり社会の中心として活躍中のエグゼクティブの方々
に、その本業にて最高の決断、パフォーマンスを発揮していただくために、
自然の中でご自身と向き合っていただく機会を提供いたします。
シニアの方には一層活力のある毎日を過ごしていただくための、スキーをご
提案いたします。
また、「自然なスキーを積極的に学んでいく」ためのジュニア対象のコース
も開催いたします。
皆様からのアドバイス、企画のご提案を速やかに反映させていける組織運
営を心掛け、皆様と共に日々成長をしたいと思っております。

スタッフ一同、日々の研鑽を怠ることなく、皆様との密なるコミュニュケーショ
ンを図りながら、必ずやご満足いただけるサービスを提供いたします。皆様
のお越しをお待ちいたしております。

受講する方々のご要望にお応えできるような豊富なレッスンメニューをご用
意いたしました。
レッスン指導のポイントは、あらゆる雪、斜面に対応する「自然で感覚的な
スキー」です。
「身体の重み」を利用して運動の流れを作ることの重要さをお伝えしたいと
考えています。
国内最大級の広大なロケーションとロングシーズンを誇る「かぐらスキー場」
を舞台に、最新テクニックを自分のものにしましょう。

4つ折り観音開き　表面

表1  W100mm P2  W98mmP3  W98mm 表 4  W100mm

「KJUS」和田小屋ステイ・ファーストトラック開催
「指導者資格受検者の為の対策レッスン」開催（11月末～）
シーズン中には「プライベートレッスン」を中心に承りながら、各
コースレッスン、パウダー企画、シニアキャンプ、ジュニアレッスン、
バッジ検定などにもアドバイスをさせていただくことがあります。
皆様が楽しく安全にスキー上達に役立つ環境づくりに努めてま
いります。

校長 粟野利信

粟野校長レッスン Information

1968年生まれ。14歳～全
日本アルペンナショナル
チームで活躍後、22歳よ
り技術選へ転向し97年・98
年連続優勝を果たす。引
退後はスクール運営実績
を積み、2014年～かぐらス
キースクール校長となる。

副校長 西村 斉 Profi le

1977年生まれ。4歳からスキーを始め、大学卒業まで競技スキーに打ち込み
2001年より技術選参戦。2007年よりナショナルデモ4期。本音で語り合うレッ
スンをモットーにレッスンを展開。用具にも精通しており、オフは(株)オオイワ
スポーツプロスタッフ。
※ コースレッスンやプライベートレッスン、各企画レッスンとして学生合宿・
他団体レッスンも承ります。
●西村プライベートレッスンのご案内
1日1名/¥30,000・2～4名/¥40,000・5名以上の場合はスクールにお
問い合わせください。

水谷 光昭 Profi le

オオイワスポーツ・ブーツサービスマン
スキー上達には、個々人に最適なスキーブーツチョイスが大切です。基本
的なブーツの履き方なども雪上でアドバイスいたします。お気軽にご相談く
ださい。

Profi le

写真協力/藤巻 剛
©Goh Fujimaki

【2017～2018シーズン営業期間】
2017年11月23日（木祝）～2018年5月27日（日）　冬季・春季営業
2018年6月1日（金）～11日（月）の期間　　月山コブキャンプ開催
2018年7月～10月　サマーゲレンデ「ピスラボ」

新潟県
かぐらスキー場

Kagura Ski SchoolKagura Ski School

THE
PREMIUM SNOW

THE
PREMIUM SNOW

http://www.kagura-ss.jp/

－ここにはすべての雪がある－－ここにはすべての雪がある－

Excellent!! I like it.特別な時間が好きだから…。



Kagura Ski School Lesson Program

日本を代表するスキーヤーによる特別レッスンを開催いたします。個々人に
マッチした即効性のあるアドバイスを受けることができます。
我満嘉治氏、渡部浩司氏、松澤聖佳氏、峯嵜秀弘氏、星瑞枝氏、他多数
のゲストスキーヤーの情報はHPにて随時更新いたします。

テクニカル/クラウンプライズ・準正指・技術選・アルペン競技に特化した特別プログラム。あら
ゆる条件に対応できる最新技術を効率よく、最短で身につけることができます。毎年合格者多数の
スペシャル講座です。A級検定員のチェックと指導をご体感ください。
●1月13～14日、20～21日、27～28日、2月10～11日、17～18日、24～25日、3月3
～4日、17～18日、24～25日、4月7～8日、14～15日、21～22日

※回数券利用が可能です

我満嘉治
KEI-SKI事業部GM　元SAJデモンストレーター
TV番組「SKI　NOW」メインプレイヤー
「楽しいスキーを提供いたします！」

特別講師によるスペシャルレッスン

大井田テククラ・エキスパート

Special Lesson

Supervisor

Kagura Cup Bumps championship

峯嵜秀弘　コンディショニング＆ケア峯嵜 代表
1995年～ 2003年まで粟野利信の専属トレーナーを務める。以来、グループロシ
ニョールSKIチームのサポートや一般ユーザーへの講習を展開。かぐらスキースクー
ルでは、「スキーに役立つ身体運動の意識付け＆ストレッチングレッスン」を開催い
たします。
●各週末を中心に実施予定。カレンダーをご参照ください。

Apr.28

4つ折り観音開き　中面
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バッジテスト　
全日本スキー連盟（SAJ）公認のスキー技能検定会（1級～
5級バッジテスト）開催。

Badge Test

バッジテスト料金表
1級 2級 3級 4級 5級

事前講習料 ¥4,300 ¥4,300 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000検定料 ¥3,000 ¥3,000
公認料 ¥2,000 ¥1,500 ¥1,200 ¥800 ¥700
登録料 ¥6,000 ̶ ̶ ̶ ̶

2017-18シーズン　バッジテスト・事前講習開催日程
1月 28（日） ̶ ̶ ̶
2月 4（日） 18（日） ̶ ̶
3月 11（日） 18（日） 25（日） 29（木）
4月 21（土） 22（日） 30（日） ̶
5月 6（日） ̶ ̶ ̶

スケジュール
8:30 ～ 9:30 スクールカウンターにて受付
9:50 スクール前集合

10:00～12:00 事前講習
13:15～ バッジテスト開始

受講者の方々のためのパウダー用試乗
スキーも準備しております（有料）。

English version home page is here.

開催期間： 12月23～1月8日の
冬休み期・春休み期・
ジュニア検定日に合わ
せて開催予定です。

※ 日程はスクールHPにてご確認く
ださい。
対　象　者： 1人でリフトに乗れる。

緩・中斜面をハの字で
ターンができること。

年齢：6歳～12歳（小学生）
料金：1日￥8,500円　半日￥6,500（回数券利用可能）

東京からわずか2時間、そこは新雪の宝庫です。あ
りのままの雪を体験していただくパウダーレッスン・
ファーストトラックを企画しております。また、宿泊
型のシニアキャンプ（和田小屋ステイ）も2018年
3月22～23日に開催予定ですので、ロングクルー
ズを楽しみながら上達していきましょう。

★
パウダー用試乗スキーも準備しております（有料）。
※「Powderステップアップ5」はコースレッスン
の回数券がご利用になれます。
※コース内容の詳細はホームページをご覧ください。

大会スケジュール
8:00～ 8:45 受付

かぐらゴンドラ山頂駅

9:00 開会式
大会バーンゴールエリア

9:30 競技開始

デイリーレッスン
【初心・初級者対象　12月9日（土）～4月8日（日）まで毎日開講】
レベル1：初めてスキーをする方
レベル2：緩斜面をプルークボーゲンでまっすぐ滑れる方
レベル3：緩斜面で連続ターンができる方
以上のクラスごとにパラレルターンを目指したカリキュラムを体
験します。
※135cmの「escort」スキーを使用したレッスンも行なっています。

初級 Lesson Half day ￥4,000  1day ￥6,000

Private Lesson 1hour ￥8,000～　Half day ￥15,000～

料金 １時間 半日（2時間） 3時間 1日（4時間）
１名 ¥8,000 ¥15,000 ¥21,000 ¥27,000
2名 ¥9,000 ¥16,000 ¥22,000 ¥28,000

プライベートグループレッスン
【事前予約制・　3名～6名　毎日開講】
ファミリー、仲間同士で受けられるレッスンです。
※7名以上での受講をご希望の場合はお問い合わせください。
※インストラクターをご指名の場合、指名料として別途¥1,500
を申し受けます。

Group Lesson Half day ￥23,000　1day ￥34,000

プライベートレッスン　【事前予約制・毎日開講】
マンツーマン～2名までの個別レッスンです。
※インストラクター1名についての料金です。
※インストラクターをご指名の場合、指名料として別途
¥1,500を申し受けます。

Lesson Time

Lesson受付開始
10:0010:00 12:0012:00

8:308:30
8:00 9:00 11:00

9:30 10:30 11:30
AM

さらなる上達を目指したい方のためのレッスンです。目的別に
様 な々コースをご用意いたしました。回数券がご利用いただ
けます。
※回数券は4枚綴り￥30,000（税込）です。
※ 各コースレッスンの日程の詳細はホームページにて随時更
新いたします。

コースレッスン【事前予約をおすすめいたします】
Course Lesson

●ベーシックレッスン【毎日開講】
（３級以上～エキスパートまでレベルを分けて実施します）
スキーの基本操作やバランスのとり方を、レベルに応じ
てマスターしていきます。
●リズムメイクレッスン【12月9日より毎日開講】
　 小回りとコブ入門の第一歩となるレッスンです。規則
正しいリズムで立てられたショートポールを滑りきる
練習をしていきます。

●移動型リズムメイクレッスン　【1月1日より不定期開講】
　 ゲレンデの様々な場所にマーカーをセットし、より実践的に小回りとリズムメイクのスキル
を高めていくレッスンです。
●コブレッスン【12月9日より毎日開講】
A　コブに慣れるレッスン。連続コブ滑走を目指します。
B　コブレッスン。規則正しく並んだコブを滑りきる反復練習をしていきます。
C　 エキスパートコブレッスン。コブの中をハイスピードで確実に滑れるようになるため、
さらに高いレベルを目指します。

● バッジテスト攻略レッスン（１・２級）
バッジテスト前日に開講します。検定に使う斜面を実際に利用し、合格のためのポイント
を各種目アドバイスしていきます。
● テククラ特訓！【レッスンカレンダーをご確認ください】
　 プライズ合格、そして技術選地区予選突破などを目標としている超上級スキーヤー（１
級以上）を対象としたレッスンです。ビデオ撮影を行いながら急斜面を滑り込みます。
●資格検定対策レッスン【レッスンカレンダーをご参照ください】
SAJ公認準指導員・指導員検定絶対合格プログラムです。合格に必要な技術、「ター
ン運動」のメカニズムを反復練習していきます。
※週末のレッスンも予定しています。開催日についてはスクールホームページをご確認
ください。
●コブ女子会【12月22日～5月25日の毎週金曜日】
かぐらエリアすべてを楽しみたい、そんな女性のための
レッスンです。3月後半からは“コブ女子会”になります。
担当するスタッフも女性、お客様も女性。男子禁制、
女性限定のレッスンです。

●こぶぞ～レッスン【レッスンカレンダーをご参照ください】
　 渡邊正人講師によるコブ専門レッスン。the Training・
こぶ蔵・こぶ十郎とコブの連続ターン数によってレベル
別に開催日を分けて行います。

Half day ￥6,500　1day ￥8,500

ショートポール使用で小回りのリ
ズムを覚えるリズムメイクレッスン

Lunch Lesson

PM
13:3013:30 15:3015:30

14:0013:00 15:00 16:00
14:3012:30

12:0012:00

ジュニアレッスン
＆

Jrバッジ検定の
お知らせ 第14回かぐらCUP　かぐらコブ選手権

期　　日：2018年4月28日（祝・土）
参　加　費：デジエントリー¥4,000手数料別）
 （当日現金払いの場合¥5,000）
ジャッジ：粟野利信　他ゲストジャッジ
会　　場：かぐらエリア・テクニカルバーン（予定）
申込方法：デジエントリー
 （詳細はスクールHPにてお知らせいたします）
競技方法：2本滑走した合計点の高い選手から順位を決定します
ク　ラ　ス：男子の部（中学1年～49歳）
　　　　　シニア男子の部（50歳～）
　　　　　女子の部（中学1年～　）
　　　　　ジュニアの部（小学3年～6年）
表　　彰：各クラス6位まで賞品贈呈
※ 詳細はスクールホームページをご覧くだ
さい。検定スケジュール：受付時間AM8:30～9：30、事前講習（講習テ

スト）10:00～12:00、１級受検者実技　13:15～

Jrバッジ検定料金（1級～5級）
1級 2級 3級 4級 5級

事前講習料 ¥3,000 ̶ ̶ ̶ ̶
実技テスト
（講習） ¥800 ¥3,700 ¥3,600 ¥3,500 ¥3,400

公認料 ¥1,000 ¥900 ¥800 ¥700 ¥600

Jr バッジ検定開催日
12月 24（日）
1月 27（土）
2月 10（土）
3月 24（土）
4月 7（土）

【和田小屋ステイ・ファーストトラック】
開催予定日：2018/1/29～ 30・2/24～ 25

田島起久子
スクールレッスン全般を担当して
います。特にプライベートレッス
ン、KAGURA女子会を盛り上げ
ています。

ドクター 林 永信
スクールアドバイザー
「はやしクリニック院長」
ウェイトコントロールは怪我防止
に役立ちます。

※ 4月～開催日のタイスケジュールが変更になる場合があります。スクールHPをご参照く
ださい。開催日前日はバッジテスト攻略レッスンを予定しております。

スクールオフィシャルFacebook
 https://www.facebook.com/kagura.ss/
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