
日時 第1回
第2回
第3回
第4回

時間

間柄

対象　級別4級以上保持者orJr.1級以上保持の小中学生

2021-22子供スキー教室　上級コース

お子様の写真をスキースクールツイッターやグリーンピア大沼のHPに乗せても良いですか？　　YES　・　NO
20,000円 7,500円

する　　・　　しない あり　　・　　なし
cm ｃｍ

お支払金額（合計） 定価 超早割（～10/31） 早割（～11/30） シーズン券あり

くつサイズ

連絡欄（何かあればご記入ください）

第1回　　/　　第2回　　/　　第3回　　/　　第4回

スキーJr.検定 級

レンタル利用

円
20,500円

1,000円引 500円引
1,500円引

3日間

19,500円

送迎バスの利用 停留所番号 レンタル利用の有無（7,500円） 身長

級別

住所 〒

級

所持級があればご記入ください

ふりがな 連絡先

保護者氏名
第１
第2

参加者氏名 男 女
歳

参加コース（いすれかに○）

ふりがな 性別 年齢 学年 生年月日

グリーンピア大沼スキースクール　　電話　01374-5-2277　/　FAX　01374-5-2321
メール　ski-school@gp-onuma.com　（メールでもお申込みいただけます）
【お振込先】　　北洋銀行　森支店（普通）0494196　グリーンピア大沼(株)

※　お振込名は「受講されるお子様のお名前」をご記載ください

キ　リ　ト　リ

子供スキー上級コース申込書 ご入金日　　　　月　　　　日（振込　・　持参）

〒049-2142　茅部郡森町赤井川229

申込み＆ご入金〆切　各回初日の3日前12：00まで

◎無料送迎バスあり　停留所や時間は裏面をご確認下さい

今シーズンより新設。
級別テストに挑戦してみたいお子様や、挑戦中の小学1年生～中学3年生までのお子様に限定。

Jr.テストとは判定項目が異なる級別テストに向けたレッスン内容。スキーの技術面の向上を目指します。

◎注意事項
　　※教室開催後の自己都合によるお休みの返金や振替えは致しません

　　※保護者の方の送迎バスのご乗車は出来ません

　　※コロナ感染症の状況により開催を中止する場合がございます（その場合、お支払い済みの料金全額を払い戻し致します）。

　　※天候等による中止や延期の連絡は頂いたご連絡先へのお電話と合わせてグリーンピア大沼の公式ホームページ等でお知らせいたします。

【お申し込み先】

SAJ公認インストラクターが丁寧・熱心に指導し楽しく滑る事が出来ます
Jr.1級に合格して、級別テストに挑戦したい、挑戦しているお子様向け

※更に、リフトシーズン券お持ちのお子様は1,500円引き

2021/12/28（火）～12/30（木）　の3日間
2022/1/3（月）～1/5（水）　の3日間
2022/1/6(木）～1/8（土）　の3日間
2022/1/11（火）～1/13（木）　の3日間

※最終日の検定はありません。所定の級別検定を受験してください。
午前10：00～12：00　午後13：00～15：00

レッスン料金
（3日間） 20,500円（税込）　※レッスン料、リフト代、昼食、保険料含む

◎レンタル料 スキーセット　各3日間　7,500円（税込）

10/31（日）までのお支払→「超早割」（1,000円引き）、11/30（火）までのお支払→「早割」（500円引き）

主催 グリーンピア大沼



日時 第1回
第2回
第3回
第4回

時間

間柄

2021-22

午前10：00～12：00　午後13：00～15：00

レッスン料金
（3日間）

2021/12/28（火）～12/30（木）　の3日間
2022/1/3（月）～1/5（水）　の3日間
2022/1/6(木）～1/8（土）　の3日間
2022/1/11（火）～1/13（木）　の3日間

SAJ公認インストラクターが丁寧・熱心に指導し楽しく滑る事が出来ます
希望者には最終日にジュニアテスト・スノーボードテストを実施致します。

主催　グリーンピア大沼対象　小学1年～中学3年生　　はじめてさん大歓迎

18,500円（税込）　※レッスン料、リフト代、昼食、保険料含む

17,500円

超早割（～10/31）早割（～11/30） シーズン券あり

住所 〒

現在の技術レベル

初めて　/　少し滑れる（止まれる）　/　リフトに乗れる　/　スイスイ

くつサイズ

cm
定価

所持級があればご記入ください

ボード
級

スキーJr.

1,000円引

級
スキー（一般）

級

無料体験レッスン日程　12/11（土）、12/12（日）、12/18（土）、12/19（日）

　　※コロナ感染症の状況により開催を中止する場合がございます（その場合、お支払い済みの料金全額を払い戻し致します）。

ふりがな

保護者氏名
第１
第2

連絡先

参加者氏名
歳

男 女

各日11：00～　1時間程度　道具の付け方から教えます。　※前日12：00まで要予約/送迎バスは出ません

10/31（日）までのお支払→「超早割」（1,000円引き）、11/30（火）までのお支払→「早割」（500円引き）
※更に、リフトシーズン券お持ちのお子様は1,500円引き

◎注意事項

◎レンタル料 スキー・スノーボードセット　各3日間　7,500円（税込）

◎無料送迎バスあり　停留所や時間は裏面をご確認下さい

生年月日

キ　リ　ト　リ

性別 年齢 学年

スキー　・　スノーボード

ふりがな

〒049-2142　茅部郡森町赤井川229
グリーンピア大沼スキースクール　　電話　01374-5-2277　/　FAX　01374-5-2321

メール　ski-school@gp-onuma.com　（メールでもお申込みいただけます）
【お振込先】　　北洋銀行　森支店（普通）0494196　グリーンピア大沼(株)

※　お振込名は「受講されるお子様のお名前」をご記載ください

　　※教室開催後の自己都合によるお休みの返金や振替えは致しません

　　※保護者の方の送迎バスのご乗車は出来ません

　　※天候等による中止や延期の連絡は頂いたご連絡先へのお電話と合わせてグリーンピア大沼の公式ホームページ等でお知らせいたします。

【お申し込み先】

◎はじめてスキーをされるお子様限定で無料体験レッスンを行います。　　※スキーのみ、スノーボードはなし

お子様の写真をスキースクールツイッターやグリーンピア大沼のHPに乗せても良いですか？　　YES　・　NO

連絡欄（何かあればご記入ください）

レンタル利用の有無（7,500円）

ご入金日　　　　月　　　　日（振込　・　持参）

申込み＆ご入金〆切　各回初日の3日前12：00まで

身長

ｃｍ
お支払金額（合計）

円
18,500円

500円引

18,000円
1,500円引

レンタル利用
3日間

7,500円

送迎バスの利用

する　　・　　しない

停留所番号

あり　　・　　なし

子供スキー・スノーボード教室申込書

参加コース（いすれかに○）

第1回　/　第2回　/　第3回　/　第4回



日時 第1回
第2回
第3回
第4回

時間

年齢

第１

第2

2021-22

対象　4歳～未就学児　　はじめてさん大歓迎！ 主催　グリーンピア大沼
SAJ公認インストラクターが丁寧・熱心に指導し楽しく滑る事が出来ます

4歳～未就学児までの　キッズスキー教室

午前10：00～11：30　午後13：00～14：30

2021/12/28（火）～12/29（水）　の2日間
2022/1/3（月）～1/4（火）　の2日間
2022/1/6(木）～1/7（金）　の2日間
2022/1/11（火）～1/12（水）　の2日間

メール　ski-school@gp-onuma.com　（メールでもお申込みいただけます）
【お振込先】　　北洋銀行　森支店（普通）0494196　グリーンピア大沼(株)

レッスン料金
（2日間） 17,500円（税込）　※レッスン料、リフト代、昼食、保険料含む

10/31（日）までのお支払→「超早割」（1,000円引き）、11/30（火）までのお支払→「早割」（500円引き）

申込み＆ご入金〆切　各回初日の3日前12：00まで

◎レンタル料 スキーセット　2日間　5,000円（税込）

キッズスキー教室申込書 ご入金日　　　　月　　　日（振込　・　持参）

各日11：00～　1時間程度　道具の付け方から教えます。　※前日12：00まで要予約/送迎バスは出ません

※更に、リフトシーズン券お持ちのお子様は1,500円引き

※　お振込名は「受講されるお子様のお名前」をご記載ください

キ　リ　ト　リ

〒049-2142　茅部郡森町赤井川229

◎無料送迎バスあり　停留所や時間は裏面をご確認下さい

◎はじめてスキーをされるお子様限定で無料体験レッスンを行います。　　※スキーのみ、スノーボードはなし
無料体験レッスン日程　12/11（土）、12/12（日）、12/18（土）、12/19（日）

◎注意事項
　　※教室開催後の自己都合によるお休みの返金や振替えは致しません

　　※保護者の方の送迎バスのご乗車は出来ません

　　※天候等による中止や延期の連絡は頂いたご連絡先へのお電話と合わせてグリーンピア大沼の公式ホームページ等でお知らせいたします。

【お申し込み先】

グリーンピア大沼スキースクール　　電話　01374-5-2277　/　FAX　01374-5-2321

くつサイズ

現在の技術レベル

初めて　/　少し滑れる（止まれる）　/　リフトに乗れる　/　スイスイ

所持級があればご記入ください

スキーJr.
級

スキー（一般）
級

お子様の写真をスキースクールツイッターやグリーンピア大沼のHPに乗せても良いですか？　　YES　・　NO

円

　　※コロナ感染症の状況により開催を中止する場合がございます（その場合、お支払い済みの料金全額を払い戻し致します）。

性別

歳
間柄

〒住所

第1回　/　第2回　/　第3回　/　第4回

ふりがな 生年月日

2日間

5,000円

参加者氏名

定価 レンタル利用

する　・　しない あり　　・　　なし
cm ｃｍ

送迎バスの利用 停留所番号 レンタル利用の有無（5,000円） 身長

連絡欄（何かあればご記入ください）

参加回（○で囲ってください）

超早割（～10/31）

1,000円引

16,500円

早割（～11/30）

連絡先ふりがな

保護者氏名

17,500円
500円引

17,000円

お支払金額（合計）



通話可能時間・7：00～21：00　グリーンピア大沼（代表）電話　01374-5-2277

令和　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

レッスンを1日、もしくは半日でも参加した後での残り日程のキャンセルの場合の返金
はいたしません。

子供スキー・スノーボード教室参加同意書
下記内容を必ずご確認の上、ご署名いただきご提出下さい。

参加日の毎朝ご自宅を出る前に体温測定をお願いいたします。

朝の体温測定時に37.5℃以上の場合は当日の参加を見合わせていただきます。

当日朝のお休み（キャンセル）の連絡はにホテルへの電話連絡をお願いいたします。

お電話のの際には「お子様のお名前」、バス利用の際には「停留所番号」と「停留所名」をお伝えく
ださい。

レッスン参加前後や参加中に、新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合は、その
時点からレッスンの参加を見合わせていただき、保護者様へご連絡いたします。
※管轄の保健所へ連絡しその指示を仰ぐ場合もございます。

その場合、保護者様の「第１連絡先」（お出にならなければ第２連絡先にご連絡いたし
ます）にご連絡いたしますので、お子様のお迎えをお願いいたします。

※保護者様とご連絡がつかない場合、先に保健所へ連絡をする場合がございます。

※バス利用のお子様であっても帰りのバスのご乗車はお断りさせていただきます。

参加回初日の当日の朝、もしくは前日までに発熱など風邪の症状に似た症状を理由
としたキャンセル（3日間の全日程キャンセルの場合）の場合にはキャンセル料は頂
戴いたしません。
他の回へ振り替えるか全額ご返金いたします。
（ご返金の際にはお振込み先の口座情報をお伺いいたします。また、振り込み手数料を差し引いた
金額でのご返金となりますのでご了承ください。）

レッスン中は、同じグループのお子様や講師と一緒にリフトに乗車する場合がございま
す。

昼食時、ホテル内へ入る前には検温、アルコール消毒を全員に行います。
（ホテルスタッフ、講師主導のもとに実行）

※手指消毒用のアルコールに対してアレルギーのある場合は
下記記入欄にお子様のお名前をご記入ください

消毒用アルコールに対し、アレルギーがあります。
（よみがな）

保護者様のご署名

お名前

上記内容へ同意いただけましたら、参加回と日付のご記入、ご署名をお願いいたします。

第　　　　　　回参加

※複数回ご参加される場合は参加される全
ての開催回をご記入ください

（よみがな）

お子様のお名前



→

→

→

事前に支払い済みの料
金のままで振替OK

→他の回への振替

子供・キッズ　スキー教室　キャンセル返金規定

講習開始7日前までのキャンセル

講習開始1日前までのキャンセル

当日のキャンセル

100％返金

50％返金

返金なし
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