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お支払い

お知らせ

お問い合わせ

当スクールの全てのレッスン（特にプライベートレッスン）は、事前予約をお勧めし
ております。
ホームページ内の申し込み専用フォーム、または電話でお申し込みください。
スクールHP：http://www.kagura-ss.jp/ ⇒《レッスン申し込み》をクリック
電　　　　話：080-2215-2540
（スノーシーズン 8:00～16:30／サマーシーズン 9:00～16:00／オフシーズン 11:00～17:00）

表記の金額はすべて税込価格です。
レッスン当日にスクール受付にて、レッスン料をお支払いください。

※遅刻・早退の場合は返金いたしかねます。あらかじめご了承ください。
※天変地異、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、傷害、疾病、天変地異や、お客様の故意または過失によって生じ
た損害に関しましては、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、
最低限の保証となるため、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
〒949-9211 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣 742
（東京オフィス）〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-2 サンブリヂ小川町ビルB1F
  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%

かぐらスキースクール受付：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イ山頂駅下車、直進 50m⇒
 みつまたスキーセンター２F
かぐらスキー場HP：http://www2.princehotels.co.jp/ski/kagura/

アクセス

お申し込み
かぐらスキースクールは今シーズン、皆様のご支援、ご指導のもとで6シーズン目を
迎えます。
この間、お客様の「日常生活の質を高めるもの」の一つとして貢献させて頂きたく、
スキースクールの運営に一心に携わってまいりました。
お客様の思いとして、趣味として仲間との競い合いを楽しむことや、運動能力の向上、
メンタルの強化といった様々なものがあり、レジャー、あるいはスポーツとしてのス
キーが持つ特性を、レッスンを通じて皆様にお届けできたらという思いで活動してま
いりました。今シーズンを迎えるにあたり、今一度その「日常生活の質を高めるもの」
としてのスキースクールをより深化したものにさせるという思いでおります。
「Excellent、I like it」そのものが、お客様への約束となっておりますが、より一層の
充実化を目指し、新たな出発の元年をスタートさせる所存です。
私たちのテーマは、様々なシーン（年齢、経験のレベル、ニーズなど）にお応えす

る「わかりやすいスキーレッスンメニューと、その内容の提示」です。「また是非ここ
でスキーをしたい！」という思いを、達成感と共に抱いていただけるようなレッスンを
行ってまいります。
スキーの楽しさを通じて「自己実現」や「自身の可能性への気づき」、「新たな体験」、
そして「エネルギーの充足」といった思いの体感が、楽しさの先に感じられ、その後
の生活の中でスキーが大切なもの、人生にはなくてはならないものとなり、未来に繋
がっていくものと信じております。
そのためにもお客様一人一人に対して、必ず「合目的な結果」に導ける武器を持った、
優れたインストラクターの準備と育成に、今現在、最優先に取り組んでおります。そ
して、「どのレッスンを選んだらお客様にとってベストか？」を伝えられるわかりやす
いスキースクールの構築を目指して、わかりやすい情報発信にも注力してまいります。
どうぞご期待ください。

4つ折り観音開き　表面

2019-20シーズンもかぐらスキースクールをよろしくお願
いいたします。
受講者の方々が、安全で快適なスキーを楽しんで頂くた
めのあらゆる環境作りに努めて参ります。
「和田小屋ステイのファーストトラック企画」や「プライ
ベートレッスン」を中心に、皆様の声を反映しました新し
い取り組みや各レッスンメニューのサポートとアドバイス
を実施していきます。詳しくはスクールHP新着情報やレッ
スンカレンダーをご覧ください。
皆様と雪上でお会いする時を、スタッフ一同心よりお待ち
しております。

校長 粟野利信

粟野校長 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。1997
年・1998年と連続総合優
勝を果たす。引退後はス
クール運営の実績を積み、
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。（株）オオイワスポーツ プロスタッフ
４歳よりスキーを始め、大学卒業まで競技スキーに打ち込む。2001年か
ら技術選にフィールドを移し、2007年から４期連続でナショナルデモンス
トレーターに認定。“本音で語り合うレッスン”がモットーの西村スペシャル
レッスンや平日限定のプライベートレッスンは、当スクールの大人気プログラムの一つ。用具に
も精通しており、マテリアル相談などへの的確なアドバイスに、お客様の信頼も厚い。
●西村プライベートレッスンのご案内
日程が決まり次第スクールHPにてお知らせいたします。
1日１名：¥34,000 ／２～４名：¥40,000（５名以上、または学生合宿などの団体企画レッスン
希望の場合はスクールにお問い合わせください）

主任教師 田島起久子
Profi le

水谷 光昭 Profi le

お客様に楽しく・しっかりレベルアッ
プしていただくことを心がけていま
す。「笑顔で真剣にスキーを楽し
む」がモットーで、特に女子会やプ
ライベートレッスンを中心に全体を
盛り上げていきます！

（株）オオイワスポーツ
ブーツサービスマン
スキー上達には、一人ひとりに最適な
スキーブーツのチョイスが必要不可欠
です。基本的なブーツの履き方など、
雪上、室内問わずブーツについての
あらゆるご相談にお答えいたします。

スクールアドバイザー

林 永信 Profi le
五明秀晋 Profi le

東京・品川の「はやしクリニック」
院長。レッスンはもちろんのこと、
検定なども担当しています。今季
は、「ドクター林の健康スキー」レッ
スンをプロデュース。

㈱オオイワスポーツ プロスタッフ
クラウンプライズ所持。全日本ス
キー技術選出場を目指し、日 ト々
レーニング中。主にテククラ特訓！
やジュニアエキスパートレッスン、
五明スペシャルなどを担当いたしま
す。

Profi le

写真協力/藤巻 剛
ⒸGoh Fujimaki

【2019̶2020シーズン 営業時間】
2019年11月23日（土）～2020年5月24日（日）　冬季・春季営業
2020年 5月29日（金）～6月8日（月）　月山コブキャンプ開催
2020年 6月12日（金）～14日（日）　2020̶21 NEW MODEL早期相談受注会
2020年 7月～10月　かぐらサマーゲレンデ営業予定新潟県

かぐらスキー場

Kagura Ski SchoolKagura Ski School

THE
PREMIUM SNOW

THE
PREMIUM SNOW

http://www.kagura-ss.jp/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.Excellent!! I like it.特別な時間が好きだから…。

写真協力/藤巻 剛ⒸGoh Fujimaki

2019~2020
Season Guide

（KJUSスキーアンバサダー）
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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（不定期）。我満嘉治氏・
峯嵜秀弘氏・徳竹剛氏・渡部浩司氏・佐藤麻子氏他、豪華トップスキーヤーから、上達へ
の的確で即効性のあるアドバイスを受けることができます。
レッスン情報や予約開始のお知らせは、スクールHPにて随時お知らせいたします。

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》メインスキーヤー
かぐらでの我満スペシャルの合言葉は、夏冬通じて“目からウロコの魔法のレッ
スン”。その魔法のレッスンによりリピーターも数多い。
「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〉

Kagura Cup
Bumps championship

峯嵜秀弘　
からだばらんす代表（http://karada-balance-hm.com）
長年コンディショニングトレーナーとして、粟野校長の現役時代やトップアスリー
ト・一般の方のトレーニング～コンディショニング調整まで、幅広く活動している。
検定の主任検定員を務める他、１級合格のための《１級合格特訓》や《峯嵜ス
ペシャル》、今年度からは平日限定の《峯嵜プライベートレッスン》を開催予定。

Apr.29 Wed

4つ折り観音開き　中面

全日本スキー連盟（SAJ）公認のスキー技能テスト（１級～５級）を下記の日程で実施いたします。
テスト前日には《バッジテスト攻略レッスン》（１・２級のみ）を開催予定です。

◆ジュニアテスト
【開催日】　12月28日（土）・3月28日（土）
※当日は9:40までにお越しいただき、受付をお済ませください。

English version website is here!

初心者・初級者対象レッスン
【2019年12月7日（土）～2020年4月5日（日）】
初めてスキーを履く方からプルークボーゲンでターンができた！という方
まで、２つのレベルに分かれてパラレルターンを目指します。
《Class A》 初めてスキーを滑る方
《Class B》 緩斜面をプルークボーゲンで滑ることができる方
※ スキー経験の少ない方でも扱いやすい、135cmの《KEI-SKI 
ESCORT》を使用したレッスンも開催しております。

初級レッスン

1hour ￥9,000～

料金 １時間 ２時間（半日） 3時間 ４時間（１日）
１名 ¥9,000 ¥16,000 ¥22,000 ¥28,000
2名 ¥10,000 ¥17,000 ¥23,000 ¥29,000

朝一番の新雪滑走や誰も滑っていないゲレンデを独り占めできるファーストトラックは、何に
も代え難い爽快感を味わうことができます。東京からわずか２時間で最高のシーンに巡り合う
チャンスです！
◆ファーストトラック
　 2020年1月末～3月中旬開催予定。詳細が決定次第スクールHPにてお知らせいたします。
◆校長キャンプ
　 詳細が決定次第スクールHPにてお知らせいたします。
◆ビスタリーキャンプ
楽しく・ゆったり滑る、クルージングスキーキャンプです。
2019年3月18‒19日（水-木）開催予定。
◆テククラ特訓！@和田小屋道場
　 プライズ検定合格対策として、和田小屋に宿泊して朝一の
グルーミングバーンにて高速系種目を徹底的にトレーニングしていきます。3月21-22日・
4月25-26日・（土-日）、4月30日-5月1日（金-土）

【事前予約制・毎日開講】
ファミリーやお友達同士、仲間で3～6名様ほど集まったら、グループプライベートレッスンはいかが
ですか？各 の々グループに合わせたレッスンプログラムで、スキー上達へのお手伝いをさせていただ
きます。
※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円(税込)を申し受けます。
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。

スキーが大好きなジュニア達！集まれ！！
「ひとりでリフトには乗れるけれど、まだ滑るのに自信がない・・・」子供達から、どこでも滑れる実
力を持ち、もっともっと上手くなりたいエキスパートキッズまで、バラエティに富んだかぐらスキー場を
目一杯利用してレッスンしていきます。
【開 催 日】 2019/12/21～23（土～月）・12/27～29

（金～日）・2020/1/11～13（土～月）・
 3/28 ～ 30（土～月）
【クラス分け】《Class A》6～8歳　《Class B》9～12
歳　《エキスパート》Jr.1級、SAJ2級以上のスーパーキッ
ズ　※ひとりでリフトに乗れるお子様が対象となります。

【事前予約制・毎日開講】
1～ 2名までの個別レッスンです。貴方だけのレッスン
プログラムで、スキー上達へのお手伝いをいたします。
スキーに関する色々なお悩み・ご要望を、スタッフに
思う存分お話しください。
※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円(税込)を申し受けます。

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 ̶ ̶ ̶ ̶

2019-20シーズン　バッジテスト開催日
1月 26日（日） ̶ ̶
2月 9日（日） ̶ ̶
3月 1日（日） 15日（日） 26日（木）
4月 5日（日） 18日（土）※ 19日（日）
5月 5日（火） ̶ ̶

スケジュール
8:30 ～ 9:30 スクールにて受付
9:45 集合

10:00～12:00 事前講習
13:10～ バッジテスト開始

ジュニアテスト　スケジュール
8:30 ～ 9:30 スクールにて受付

10:00～12:00
（３～５級）講習内検定→合格発表
（１・２級） 事前講習

13:10～ １・２級バッジテスト開始。終了後、合格発表。

※ 4月18日（土）は合宿検定となりま
す。詳細はスクールにお問い合わせ
ください。
※ 1/25・2/8・2/29・4/4・4/18・
5/4のバッジテスト攻略レッスン（１
級のみ）は《1級合格特訓》と題し、
翌日の検定で主任検定員を務める峯
嵜トレーナーが担当いたします。

かぐらスキースクールホームページ
 http://www.kagura-ss.jp
かぐらスキースクールオフィシャルFacebook
https://www.facebook.com/kagura.ss/

Beginners’ Lesson Half day ￥4,500  1day ￥6,500

Half day ￥6,500  1day ￥8,500コースレッスン Course Lesson

プライベートレッスン Private Lesson

Half day ￥24,000  1day ￥35,000

Half day ￥6,500  1day ￥8,500

和田小屋ステイ企画

グループレッスン

ジュニアレッスン

Group Lesson

Junior Lesson

バッジテスト Badge Test 1day ￥8,500～スペシャルレッスン

第16回かぐらCUP かぐらコブ選手権

Special Lesson

さらなる上達を目指す方のために、シーズンスタートからフィナーレ
までさまざまなコースをご用意いたしました。日程の詳細・変更等に
ついてはスクールHPにて随時お知らせいたします。
◆ベーシックレッスン【毎日開講】
レベルに応じてクラス分けをし、スキーを自由自在に操るために必
要な基本的な操作やバランスを理解・習得していきます。
《Class A》 連続ターンができる方～
《Class B》 SAJ2級以上の方～エキスパート
◆コブ＆小回りレッスン
　【2019年12月7日（土）より毎日開講】
コブや小回りを苦手とする方々から、コブのエキスパー
トを目指す方々まで、全てのお悩み・ご希望にお応えい
たします。２つのクラスに分かれて、一人ひとりのコブ＆
小回りのレベルアップをサポートするプログラムです。
《Class A》 コブが苦手な方～SAJ２級程度の方
《Class B》 SAJ１級程度の方～エキスパート
◆バッジテスト攻略レッスン（１・２級）
バッジテストの前日に検定に使用する斜面を実際に利用し、合格のためのポイントをアドバイ
スしていきます。
◆資格検定対策レッスン
　【2019年12月9日（月）～2020年2月17日（月）の毎週月曜日開講】
SAJ公認準指導員・指導員検定絶対合格プログラムです！
◆テククラ特訓！【レッスンカレンダーをご参照ください】
プライズ合格や技術選地区予選突破が目標の、超！上級スキーヤーに向けたレッスンです。
◆かぐら女子会【2019年12月20日（金）より毎週金曜日開講】
女性らしくエレガントに、かつ男性以上にアグレッシブにゲレンデを滑れるようになりたい
女性のための、女子限定・男子禁制レッスンです。
◆こぶぞ～【レッスンカレンダーをご参照ください】
当スクール所属のえびぞ～講師によるコブ専門レッスンです。シーズンを３つのパートに分
け、コブの名手を目指します。
◆ドクター林の健康SKI【レッスンカレンダーをご参照ください】
アンチエイジングに効果があると言われているスキー。当スクールアドバイザーのドクター
林が、いつまでも健康的にスキーを楽しむポイントをお伝えします！

写真協力/藤巻 剛 ⒸGoh Fujimaki

第16回かぐらCUP かぐらコブ選手権
【期　　日】4月29日（水祝）
【参 加 費】¥5,000（デジエントリー・手数料別）
 ※当日申し込みの場合、¥6,000
【会　　場】かぐらエリア・テクニカルゲレンデ（予定）
【申込方法】デジエントリー
【競技方法】２本滑走し、３審の合計で順位を決定します
【ジャッジ】粟野校長、他ゲストジャッジを予定
※ 詳細は後日、スクールHPにてお知らせいた
します。

全てのレッスンは事前予約をおすすめいたします
●レッスン受付時間　Reception time　
平　　日 午前8:00～ 9:40　午後12:10～ 13:10
土日休日 午前7:30～ 9:40　午後12:10～ 13:10
●レッスン時間　Lesson time
午前10:00～ 12:00　午後13:30～ 15:30
※プライベートレッスンは9:00～ 15:00の中でお好きな時間をお選びください

●西村 斉副校長プライベートレッスン
日程が決まり次第スクールHPにてお知らせいたします。
1日１名：¥34,000／２～４名：¥40,000

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 インスペクション開始
9:30 開会式
10:00 競技開始

Kagura Ski School Lesson Program


