
Other
志賀高原以外

※会期によって申込資格が異なります。

中学生
以上 その他上級者中級者

【会　　場】志賀高原以外のスキー場（ニセコ、野沢、八方　他）
【集合受付】午前開講のコース⇒初日9：00までに宿舎に集合（開講は9：30）

午後開講のコース⇒初日13：00までに宿舎に集合（開講は13：30）
【解　　散】午前閉講のコース⇒最終日11：30

午後閉講のコース⇒最終日15：30
※午前・午後の開講・閉講は日程表でご確認ください｡

【最少催行人数】各期4名（ニセコのみ6名）

杉山スクールの教師と一緒に、志賀高原以外のエリアにも出かけてみませんか？ニセコのパウダー、野沢の温泉、八方の広大なゲレンデ、月山のオフ
ピステ等、ゲレンデの違いはもちろん、その土地ならではの景観や食事も楽しみのひとつです。

ニセコ（北海道）

中級B
以上

パウダースノーに期待の北海道で、初滑りを。温泉付きのリゾートホテ
ルでアフタースキーも快適です。海山の幸も堪能。

受付開始日：11月12日（木）正午より
受付方法：11/12（木）、11/13（金）はスギヤマトラベルへ電話申込みのみ。
1件の電話で1名様分のお申込みとさせていただきます。11/15（日）〜インター
ネット予約も承ります。
催行決定日は11/20（金）。この日に予約が5名以下の場合は催行中止となります。
詳細はお尋ねください。

●宿　舎　ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ　☎0136-58-3311
〒048-1511 北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ480-1

●その他　このコースは上記指定宿舎をご自身でご手配ください。往復航空運賃
＋宿泊料のパックが便利です。

●担　当　 岸田惣一郎

会期 日程 会費 会費内訳 定員

1期 12月14日（月）PM〜12月19日（土）AM 45,000 講習料5日 9名

野沢（長野県）

多くの名選手を輩出したスキー場としても知られている野沢温泉。温泉
街の中心に位置する宿舎で、外湯やお食事、お買物、アフタースキーのお
楽しみも満載です。

上記以外に杉山の故郷、野沢温泉の変化に富んださまざまなコースを滑りまくる
コースがあります。
●担　当　杉山進

●宿　舎　ガストホフ・シーハイル（洋室）　☎0269-85-4624
〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9258-8

※「北信スキーサーカス」コースで2/15・18は野沢、2/16は戸狩、2/17は斑尾と、北信の各ス
キー場を巡ります。夕食も町の中で外食をお楽しみください。

●定　員　12名

●宿　舎 （A）ガストホフ・シーハイル（洋室）　☎0269-85-4624
〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9258-8

 （B）朝日屋旅館（和室）　☎0269-85-3131
〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9501

※2つの宿舎は道路をはさんでむかいにあり、シーハイルに宿泊のお客様の夕食は朝日屋旅館に
お出かけいただきます。

※50歳以上（シニア）の方対象のコースです。
●定　員　18名

●宿　舎　ガストホフ・シーハイル（洋室）　☎0269-85-4624
〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9258-8

※相部屋の設定はございません。

●担　当　岸田惣一郎
●定　員　9名

会期 日程 申込資格 会費 会費内訳

1期
2月15日（月）PM
〜2月18日（木）PM

中級B以上

（相部屋） 56,500 講習3.5日、
3泊、3朝食、
送迎料（夕食なし）

（ツイン） 56,500

（シングル） 62,500

会期 日程 申込資格 会費 会費内訳

2期
シニア

3月15日（月）PM
〜3月19日（金）AM

中級C以上
A

（ツイン） 82,000
講習4日、4泊、
4夕食、4朝食

（シングル） 88,000

B （相部屋） 78,000

会期 日程 申込資格 会費 会費内訳

3期
3月22日（月）PM
〜3月26日（金）AM

中級B以上
（ツイン） 81,000 講習4日、4泊、

4夕食、4朝食（シングル） 87,000

八方（長野県）

トップクラスのスケールと雄大な360°のパノラマが広がるスキー場で、名だたる
コースやコブのすべてにチャレンジ。アフタースキーは温泉で。

●宿　舎　八方・対岳館（和室）　☎0261-72-2075
〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城八方5094

※相部屋の設定はございません。
※前後泊のお取扱いはございません。ご希望の方は宿舎に直接ご予約ください。

●担　当　岸田惣一郎
●定　員　9名

●宿　舎　八方・白馬丸金旅館（和室）　☎0261-72-2114
〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城八方5039

※前泊ご希望の方は会期と同時にご予約ください。
※宿舎で宿泊者用割引リフト券のご利用がいただけます。現地でお尋ねください。

●定　員　12名

会期 日程 申込資格 会費 会費内訳

1期
2月1日（月）PM
〜2月5日（金）AM

中級AB
（2名1室）75,800 講習4日、4泊、

4夕食、4朝食（1名1室）84,600

会期 日程 申込資格 会費 会費内訳

2期
2月6日（土）AM
〜2月7日（日）PM

中級B以上
（相部屋）28,500

講習2日、1泊、
1夕食、1朝食

（2名1室）30,700
（1名1室）32,900

●宿　舎　ベルグハウス（洋室・和洋室）　☎0263-93-2358
〒390-1513 長野県松本市安曇4267-5

※前泊ご希望の方は会期と同時にご予約ください。（定員12名で貸切です。）
※宿舎で宿泊者用割引リフト券のご利用がいただけます。現地でお尋ねください。

●定　員　12名

会期 日程 会費 会費内訳

1期
2月27日（土）AM
〜2月28日（日）PM

（相部屋） 39,800

講習2日、1泊、1夕食、1朝食（ツイン） 39,800

（シングル） 45,300

乗鞍（長野県）

中級B
以上

松本から車で約1時間、乾燥した気候と山頂2000mのパウダースノー
でスキーを楽しみ、宿泊は全室こだわりのあるお部屋でのホテルライフ
を。温泉とフルコースのお食事も好評。

フリープランのご案内（5月24日以降・6月も開校）

月山（山形県）

下界で春スキーを楽しむ４月初旬が月山スキー場のシーズン始まり。７月まで滑走可能な月山で、オフピステ、コブとシーズン最後の集大成を。

※5期・7期は50歳以上の方が対象です。

期間中、お好きな日程でご参加いただけます。初日午後〜
2日目午前までを1泊1日とします。4泊以上はお問合せく
ださい。担当は高瀬清久　他

●担　当（1期・2期・3期・8期・9期・10期）高瀬清久　他　（4期・5期・6期・7期）杉山公信・中路信雄　他
●宿　舎　姥沢・ほていや山の家（和室）　☎090-2499-1386
 〒990-0733 山形県西村山郡西川町月山沢月山国有林
※個室ご希望の方はお早めにご予約ください。また、5期・7期のご参加で、ご自身で近隣宿舎を手配される方は講習料のみ3日間30,000円で承ります。（講習のみご参加の

方の山形⇔宿の送迎はございません。）
●5期・7期の2日目、3日目の午後は観光・温泉とスキーのどちらかを選べます。
●5期・6期・7期は開講日初日と閉講日に山形駅⇔宿、4期（5/8）・6期（5/15）の朝は月山口⇒宿への送迎があります。4期・6期のご希望の方はレッスン後に温泉へご案内

いたします（閉講日を除く）。

会期 日程 申込資格 会費 会費内訳 定員

1期
4月16日(金)PM〜4月18日(日)PM

中級B以上
（相部屋）36,600 講習2.5日、2泊、2夕食、2朝食

9名
4月17日(土)AM〜4月18日(日)PM （相部屋）25,300 講習2日、1泊、1夕食、1朝食

2期
4月23日(金)PM〜4月25日(日)PM

中級B以上
（相部屋）36,600 講習2.5日、2泊、2夕食、2朝食

9名
4月24日(土)AM〜4月25日(日)PM （相部屋）25,300 講習2日、1泊、1夕食、1朝食

3期

4月29日(木)PM〜5月5日(水)AM　フリープラン（1泊） 中級B以上 （相部屋）17,000 講習1日、1泊、1夕食、1朝食 9名

4月29日(木)PM〜5月5日(水)AM　フリープラン（2泊） 中級B以上 （相部屋）32,600 講習2日、2泊、2夕食、2朝食 9名

4月29日(木)PM〜5月5日(水)AM　フリープラン（3泊） 中級B以上 （相部屋）44,200 講習3日、3泊、3夕食、3朝食 9名

4月29日(木)PM〜5月5日(水)AM　フリープラン（4泊） 中級B以上 （相部屋）56,800 講習4日、4泊、4夕食、4朝食 9名

4月29日(木)PM〜5月5日(水)AM　フリープラン（5泊） 中級B以上 （相部屋）69,400 講習5日、5泊、5夕食、5朝食 9名

4月29日(木)PM〜5月5日(水)AM　フリープラン（6泊） 中級B以上 （相部屋）82,000 講習6日、6泊、6夕食、6朝食 9名

4月29日(木)PM〜5月5日(水)AM　フリープラン（7泊） 中級B以上 （相部屋）94,600 講習7日、7泊、7夕食、7朝食 9名

4期 5月8日(土)AM〜5月9日(日)PM 中級B以上 （相部屋）26,500 講習2日、1泊、1夕食、1朝食、2昼食 14名

5期 5月10日(月)PM〜5月13日(木)AM 中級B以上

（相部屋）47,500

講習3日、3泊、3夕食、3朝食 14名（2名1室）47,500

（1名1室）52,000

6期
5月14日(金)PM〜5月16日(日)PM 中級B以上 （相部屋）37,500 講習2.5日、2泊、2夕食、2朝食、2昼食

14名
5月15日(土)AM〜5月16日(日)PM 中級B以上 （相部屋）26,500 講習2日、1泊、1夕食、1朝食、2昼食

7期 5月17日(月)PM〜5月20日(木)AM 中級B以上

（相部屋）47,500

講習3日、3泊、3夕食、3朝食 14名（2名1室）47,500

（1名1室）52,000

8期
5月21日(金)PM〜5月23日(日)PM

中級A以上
（相部屋）37,800 講習2.5日、2泊、2夕食、2朝食、2昼食

9名
5月22日(土)AM〜5月23日(日)PM （相部屋）26,500 講習2日、1泊、1夕食、1朝食、2昼食

9期
5月28日(金)PM〜5月30日(日)PM

中級A以上
（相部屋）37,800 講習2.5日、2泊、2夕食、2朝食、2昼食

9名
5月29日(土)AM〜5月30日(日)PM （相部屋）26,500 講習2日、1泊、1夕食、1朝食、2昼食

10期
6月4日(金)PM〜6月6日(日)PM

中級A以上
（相部屋）37,800 講習2.5日、2泊、2夕食、2朝食、2昼食

9名
6月5日(土)AM〜6月6日(日)PM （相部屋）26,500 講習2日、1泊、1夕食、1朝食、2昼食

月山 会費 会費内訳
1泊1日 17,000 講習1日、1泊、1夕食、1朝食

2泊2日 32,600 講習2日、2泊、2夕食、2朝食

3泊3日 44,200 講習3日、3泊、3夕食、3朝食


