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2020-2021シーズンも上達間違いなしのコースレッスンをご用意しました！
インカムを利用し、『リアルタイムでアドバイスが聞ける！』内容充実の嬉しい
コースレッスンです。上達への最短ルート間違いなしです！

校長コースレッスン（担当 伊藤幸治校長）
２０１１年インタースキー日本代表デモンストレーターで、ＳＩＡデモを
１８期務めた伊藤幸治校長が、無理なく分かりやすく最新のテクニックをレッスンします！

箕輪スキー場スキースクール
スクエア スキーレッスンコース&キャンプ

楽しく確実な上達をお約束します！

◆レッスン時間：AM10：00～12：00 PM13：30～15：30　PM16：00～VTRミーティング
◆料金に含まれるもの：レッスン代、VTRミーティング、傷害保険
　宿泊パックは、宿泊代（朝夕2食付）、リフト代を含みます。※個室希望の場合、1泊につき3,300円UP

検定向け対策コース（担当 スキースクールスタッフ）
1級、プライズなど…各種検定に向けた対策コースレッスンを企画しました！

会期 日程 内容/名称 対象 通い 宿泊パック

コース１ '20.12/19AM-20PM 最新！基本操作 中/上級 16,500 35,900

コース２ '21.1/9AM-11PM 大回り＆小回り洗練 中/上級 24,000 64,100

コース３ '21.2/13AM-14PM ファットスキーチャレンジ 中/上級 16,500 37,000

コース４ '21.3/20AM-21PM 春雪攻略！ 中/上級 16,500 35,900

コース５ '21.4/17AM-18PM ファイナル感謝CP 中/上級 15,000 -

会期 日程 内容/名称 対象 通い 宿泊パック

デモ１ '20.12/12AM～13PM THE 足慣らし！ 中/上級 16,500 35,900

デモ２ '21.1/23AM～1/24PM カービング挑戦♪ 中/上級 16,500 37,000

デモ３ '21.2/6AM～7PM ショートターン習得！ 中級 16,500 37,000

デモ４ '21.2/27AM～28PM ロング＆ショート洗練 中/上級 16,500 37,000

デモ５ '21.3/6AM～7PM こぶこぶ挑戦♪ 中級 16,500 35,900

デモ６ '21.3/27AM～28PM 春雪クルージング 中/上級 16,500 35,900

りさデモレッスン（担当 阿部理沙 第40期ＳＩＡデモンストレーター）

第40期ＳＩＡデモンストレーターの阿部理沙コーチによるスペシャルレッスン。
大人気のレッスンです！肩ひじはらずにお気軽にご参加ください！！

◆レッスン時間：AM9：30～11：30 PM13：30～15：30　PM16：00～VTRミーティング
◆料金に含まれるもの：レッスン代、VTRミーティング、傷害保険
　宿泊パックは、宿泊代（朝夕2食付）、リフト代を含みます。※個室希望の場合、1泊につき3,300円UP

シニアスクール（対象:５０歳以上の健康なスキーヤー）

ホテルプルミエール箕輪にお泊りいただき、ゆったりとご参加ください。
お１人での参加も大歓迎。お部屋は個室でちょっとラグジュアリーに！！

◆レッスン時間：AM10：00～11：30 PM13：30～15：00　PM15：30～VTRミーティング
◆料金に含まれるもの：レッスン代、VTRミーティング、傷害保険、
　宿泊パックは、宿泊代（シングルユース、朝夕2食付）、リフト代

コースご予約フォーム

会期 日程 対象 通い 宿泊パック 担当（予定）

シニア１ 12/15AM～17PM 中級～ 19,500 51,680 阿部 理沙

シニア２ 12/21AM～12/23PM 中級～ 19,500 51,680 岡野 克実

シニア３ 1/14AM～15PM 中級～ 13,500 33,525 阿部 理沙

シニア４ 2/2AM～4PM 中級～ 19,500 53,550 岡野 克実

シニア５ 2/24AM～26PM 中級～ 19,500 53,550 伊藤 幸治（校長）

シニア６ 3/3AM～5PM 中級～ 19,500 51,680 岡野 克実

シニア７ 3/11AM～12PM 中級～ 13,500 30,590 阿部 理沙

シニア８ 3/17AM～19PM 中級～ 19,500 51,680 伊藤 幸治（校長）



１名様 ２名様 ３名様 ４名様

１時間 8,000 9,000 10,000 12,000

★プライベートレッスン　※３歳児から対応。ご希望のお時間でご利用いただけます。

★キッズプライベートレッスン

１名様 ２名様

１時間 7,800 8,800

ホテルグランドフロア スクールカウンターにて受付 ご予約E-mail school@square-ski.com

子供１名＋保護者 子供２名＋保護者

１時間 8,000 9,000

★親子プライベートレッスン

早朝 午前 午後 ２レッスン ３レッスン

１名様 4,500 4,500 4,500 7,500 9,500

★グループレッスン　※技術レベル別にクラス分けをしてレッスンを行います。

★ジュニア国際スキー技術検定

ゴールド シルバー ブロンズ レッド イエロー グリーン

検定料 1,500

認定料 2,000 1,500

★国際スキー技術検定

ゴールド/セミゴールド シルバー/セミシルバー ブロンズ/セミブロンズ

検定料 2,000

認定料 2,500 2,000 1,500

【レッスン満足お約束制度】スクエアスキースクールでは、レッスンの満足をお約束いたします！
　万が一、レッスンにご満足いただけなかった場合、ご返金をさせていただきます。
　どうぞ安心してご入校ください。

未就学のお子様対象のプライベートレッスン
ご希望のお時間でご利用いただけます。

お子様と保護者の方が一緒に受講できるレッスンです。
ご希望のお時間でご利用いただけます。

レッスン時間　早朝9:00～10:30　午前11:00～12:30　午後13:30～15:30
２レッスンは、早朝＆午前、午前＆午後、早朝＆午後など、組み合わせ自由。対象：小学生以上

中学生以下のジュニアスキーヤーを対象としたの技術テストです。
ご希望に合わせて随時実施しています。

子供から大人までを対象としたの技術テストです。
ご希望に合わせて随時実施しています。

会期 開催日
料金

対象
１日参加 2日参加

検定１ '21.1/16AM-17PM 8,500 16,000 プライズ/ゴールド/1級

検定２ '21.1/30AM-31PM 8,500 16,000 プライズ/ゴールド/1級

検定３ '21.2/11AM-12PM 8,500 16,000 プライズ/ゴールド/1級

検定４ '21.2/20AM-21PM 8,500 16,000 プライズ/ゴールド/1級

検定5 '21.2/27AM-28PM 8,500 16,000 プライズ/ゴールド/1級

検定6 '21.3/6AM-7PM 8,500 16,000 プライズ/ゴールド/1級

【検定向け対策コース】プライズ、ゴールド、１級など、各種検定の対策レッスンです。
　　　　　　　　　　　　　インカムを使用して、リアルタイムでアドバイス！
　　　　　　　　　　　　　レッスン後にはVTRで滑りを確認！！　大満足のレッスンです！

◆レッスン時間：AM9:30～15:30 （うち１時間休憩）16:00～VTRミーティング
◆料金に含まれるもの：レッスン代、VTRミーティング、傷害保険

ご予約/お問合せ　E-mail school@square-ski.com
　　　　　　　　 TEL    0242-64-3379（冬季間のみ）
　　　　　　　   URL    http://www.square-ski.com/

ご予約フォーム
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