
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無料スキーレッスン付きなので、スキーが初めてでも安心。もちろんフリースキーでもＯＫ！夜はふれあ
いプログラムで親子のスキンシップ。ヤックス自然学校職員・キャンプリーダーが運営指導いたします！ 

親子スキーツアー（親子 2 名様～） 
ひとりでスキー （小学生ひとり～） 申込ＯＫ！ 

■開催日程 ／開催場所  [[[[平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年]]]] 1.5 泊３日（夜発/夜着）    

①コース  1/18((((金金金金))))～～～～1/20((((日日日日))))    :北信州       戸狩温泉スキー場 

②コース  2/18((((金金金金))))～～～～2/10((((日日日日)))) :新潟県南魚沼 五 日 町 スキ ー場    

③コース  2/15((((金金金金))))～～～～2/17((((日日日日)))) :会津高原    たかつえスキー場    

④コース  2/22((((金金金金))))～～～～2/24((((日日日日)))) :新潟県南魚沼 五 日 町 スキ ー場 

■旅行代金   

親子親子親子親子スキーツアースキーツアースキーツアースキーツアー【往復交通費・宿泊費・食費（朝 2夕 1）・プログラム費】      

大人(中学生以上)29,800 円  小人(4 才以上) 27,800 円     
ひとりでスキーひとりでスキーひとりでスキーひとりでスキー【往復交通費・宿泊費・食費（朝 2昼 2夕 1）・プログラム費】 

(小学１～６年生)  29,800 円  

中学生～高校生は、ひとりでスキー旅行代金にお一人様 1,000 円プラスとなります。 

※費用に含まれないもの／レンタルスキー・ウェア代・期間中のリフト代 

●ヤッ クス自 然学 校会 員（ご 家族）の 皆様 は 旅行 代金か ら お一 人 様 1,000 円引き ！  

無料スキーレッスンは、年齢･体
力･レベル別にご指導いたしま
す。（初心～中級者対象） 

ひとりでスキー   
期間中は、８～１０人の子どもに
ひとりのキャンプリーダーが付き
添い、一緒に過ごします。 

    

※天候、交通事情、参加人数などにより集合解散場所や交通手段、プログラムが変更になることがあります。 

    

スキー用具のレンタルあります 
      ※期間中のレンタル代 
 
●スキー３点     3,000 円 

（板・ストック・ブーツ）  
●ウェアー（上下）     3,000 円 
●スキー小物       1,500 円 

（帽子・ゴーグル・手袋 1 組）  
  

 

金曜日の夜に千葉を貸切バスで出発して、一路、スキー場へ。深夜、現地到着後すぐにお部屋
へ入ってお休みできます。朝食を食べたら、白銀の世界へレッツスキー！ 

 

      

    午前午前午前午前    午後午後午後午後    夜夜夜夜    

1111日目日目日目日目      
JR 千葉駅 20:30 発 

到着後、お部屋で就寝 

2222日目日目日目日目    

朝食 

無料無料無料無料スキーレッスンスキーレッスンスキーレッスンスキーレッスン    
もしくはもしくはもしくはもしくはフリースキーフリースキーフリースキーフリースキー 

昼食（各自） 

無料無料無料無料スキーレッスンスキーレッスンスキーレッスンスキーレッスン    
もしくはもしくはもしくはもしくはフフフフリースキーリースキーリースキーリースキー 

夕食・入浴 

ふれあいプログラムふれあいプログラムふれあいプログラムふれあいプログラム    

3333日目日目日目日目    
朝食 

親子親子親子親子でスキーでスキーでスキーでスキー    
昼食（各自） 

バス出発／レクリエーションゲーム 
JR 千葉駅 

18:30 着（予定） 

 

■ 貸切バスで運行   
①ＪＲ千葉駅ＮＴＴ前 
②ヤックスドラッグ佐倉店 
③ヤックス八幡店(市原市）を発着予定 
 
※ご希望の集合／解散場所からの乗降者が 5 名以下の場合
は、他の場所に変更をお願いする場合があります。 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

≪主催≫株式会社千葉薬品      ≪旅行企画・実施≫株式会社ＨＭＣ東京 旅行事業部    旅行業務取扱管理者氏名 山中博司／東京都知事登録旅行業 第２－５５８５号 
≪共催≫NPO法人千葉自然学校                〒297-0026 千葉県茂原市茂原644-1  電話：0475-25-0711 FAX：0475-23-7048  営業時間：9:00～17:00 休業日:土・日・祝・年末年始 

 

          ヤックス自然学校 事務局事務局事務局事務局 

         ＴＥＬ．ＴＥＬ．ＴＥＬ．ＴＥＬ．０４３-２０２-７０７０ 
店舗での受付はできません。
．．．．．．．．．．．．．

         （電話受付 平日 10:00～19:00 月曜定休） 

FAX：043-202-7237 E-mail：yacs-camp@chiba-ns.net  URL: http://www.yacs-ns.jp/ 
ご予約を頂いた方には、申込書と詳細資料をお送りいたします。 

 

ブログブログブログブログ『『『『キャンプキャンプキャンプキャンプ日記日記日記日記』』』』    
活動活動活動活動のののの様子様子様子様子をををを更新中更新中更新中更新中！！！！    

ヤックス自然学校 検索 

お申込み・お問合せは… 

戸狩温泉 in 北信州 
～ 爽快にスキー＆温泉も楽しもう！～  

■宿泊場所        メイプルハイム  

ペガサス・カシオペア・オリオンのペガサス・カシオペア・オリオンのペガサス・カシオペア・オリオンのペガサス・カシオペア・オリオンの 3333 エリアでエリアでエリアでエリアで構成構成構成構成されるバリエーションされるバリエーションされるバリエーションされるバリエーション豊豊豊豊かなコーかなコーかなコーかなコー

スをスをスをスを誇誇誇誇るスキーるスキーるスキーるスキー場場場場。。。。アフタースキーのアフタースキーのアフタースキーのアフタースキーの温泉温泉温泉温泉にににに浸浸浸浸かりかりかりかり、、、、心心心心もももも身体身体身体身体もリラックスもリラックスもリラックスもリラックス！！！！        
【【【【営業時間営業時間営業時間営業時間】】】】        日中日中日中日中：：：：８８８８：：：：３０３０３０３０～～～～１６１６１６１６：：：：５０５０５０５０            ナイターナイターナイターナイター：：：：１７１７１７１７：：：：１５１５１５１５～～～～２０２０２０２０：：：：３０３０３０３０    

リフト代 １回券 半日券 １日券 1.5 日券 ナイター券 

大人（高校生～） ３５０円  2,500 円 4,000 円 ５,000 円 1,500 円 
小人（中学生まで） ２５０円  1,000 円 2,000 円 ２,５00 円 1,000 円 
シニア（50 歳以上） 3５０円 2,000 円 2,500 円 ３,５00 円 1,200 円 
※※※※他他他他にもにもにもにも、、、、おおおお得得得得なファミリーなファミリーなファミリーなファミリー１１１１日券日券日券日券もありますもありますもありますもあります。。。。    
    親子親子親子親子（（（（親親親親１１１１子子子子１１１１））））4,2004,2004,2004,200 円円円円（（（（追加料金追加料金追加料金追加料金     親親親親１１１１名名名名 3,0003,0003,0003,000 円円円円／／／／子子子子１１１１名名名名 1,0001,0001,0001,000 円円円円）））） 

ゲレンデまで徒歩０分 

戸 狩 温 泉  
ス キ ー 場  

長野県 

五日町 in 新潟県 南魚沼 

～ スキーヤー専用ゲレンデで安心スキー＆名酒・コシヒカリで舌鼓～ 

■宿泊場所        割烹旅館 いろは亭（ゲレンデまで車で５分：送迎あり）  
五日町五日町五日町五日町スキースキースキースキー場場場場 はははは、、、、スノーボードスノーボードスノーボードスノーボード滑走禁止滑走禁止滑走禁止滑走禁止だからだからだからだから、、、、スキスキスキスキ

ーをのんびりとーをのんびりとーをのんびりとーをのんびりと 楽楽楽楽しみたいというしみたいというしみたいというしみたいという方方方方やごやごやごやご家族連家族連家族連家族連れにれにれにれに最適最適最適最適のののの

スキースキースキースキー場場場場ですですですです。。。。        
【【【【営業時間営業時間営業時間営業時間】】】】        日中日中日中日中    ：：：：    ８８８８：：：：３０３０３０３０～～～～１７１７１７１７：：：：００００００００    ナイターナイターナイターナイター：：：：1111７７７７：：：：００００００００～～～～２０２０２０２０：：：：００００００００        

リフト代 回数券（12 回） １日券 ナイター券 

大人（中学生～） 

2,700 円 

3,000 円 

1,０00 円 小人（小学生まで） 2,500 円 

シニア（55 歳以上） 2,500 円 

※※※※他他他他にもにもにもにも、、、、おおおお得得得得なファミリーなファミリーなファミリーなファミリー１１１１日券日券日券日券もありますもありますもありますもあります。。。。    

ファミリーファミリーファミリーファミリー１１１１日日日日 AAAA 券券券券（（（（大人大人大人大人２２２２小人小人小人小人２２２２））））7,9007,9007,9007,900 円円円円    
                                                BBBB 券券券券（（（（大人大人大人大人２２２２小人小人小人小人１１１１））））7,3007,3007,3007,300 円円円円    

★いろは亭は、親子や子どもの 

キャンプにご理解のある旅館です。 

五 日 町  
ス キ ー 場  

新潟県 

１/２０（日）は 
スキー子どもの日 
小学生以下 

リフト１日券無料！ 

2/9(土)～10（日）は「南魚沼市雪まつり」 
開催中！土曜の夜は雪国を満喫だ！ 

おおおお申込申込申込申込みのみのみのみの前前前前におにおにおにお読読読読みくださいみくださいみくださいみください。。。。    
    
お申込み方法 （トラブル防止のため、参加者の保護者のみ受付します。） 

まずはヤックス自然学校まずはヤックス自然学校まずはヤックス自然学校まずはヤックス自然学校    事務局に電話、または事務局に電話、または事務局に電話、または事務局に電話、または EEEE----mailmailmailmail にてご連絡ください。にてご連絡ください。にてご連絡ください。にてご連絡ください。    

TEL:043TEL:043TEL:043TEL:043----202202202202----7070  E7070  E7070  E7070  E----mail:yacsmail:yacsmail:yacsmail:yacs----camp@chibacamp@chibacamp@chibacamp@chiba----ns.netns.netns.netns.net    
申込書･詳細資料をヤックス自然学校申込書･詳細資料をヤックス自然学校申込書･詳細資料をヤックス自然学校申込書･詳細資料をヤックス自然学校    事務局より後日送付いたします。事務局より後日送付いたします。事務局より後日送付いたします。事務局より後日送付いたします。    

ヤックスグループ店舗での受付はできません。ヤックスグループ店舗での受付はできません。ヤックスグループ店舗での受付はできません。ヤックスグループ店舗での受付はできません。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

    
参加費用は、指定の銀行振込み（手数料参加者負担）となります。参加費用は、指定の銀行振込み（手数料参加者負担）となります。参加費用は、指定の銀行振込み（手数料参加者負担）となります。参加費用は、指定の銀行振込み（手数料参加者負担）となります。    
   
旅行代金に含まれるもの 含まれないもの 
旅行代金は、パンフレットに明示した日程の交通費、宿泊費、食費（親子スキー;朝２夕１／ひ

とりでスキー;朝２昼２夕１）、旅行取扱料金及び消費税諸税相当額が含まれますが、レンタルス

キー・ウェア代・期間中のリフト代・旅行日程に含まれない交通費・飲食費及び個人的性質の諸

費用は含まれておりません。 
 

旅行の催行について 
最少催行人員は、各回 27 名です。最少催行人員に満たない場合または、雪不足の場合、当校は旅

行の催行を中止する場合があります。 
 

添乗について 
添乗員は同行しませんが、全行程にキャンプリーダーが同行します。 

キャンセルの場合 
お申込み後、お客様のご都合により旅行を取り消される場合は、旅行代金に対してお一人につき下記の

利率で取消料を申し受けます。（未入金を含みます。） 

旅行開催日より起算して 

２０日前～８日前にキャンセルした場合･･･旅行代金の  ２０％ 

７日前～２日前にキャンセルした場合･･･ 旅行代金の  ３０％ 

前日にキャンセルした場合････････････  旅行代金の  ４０％ 

旅行出発前にキャンセルした場合･･････  旅行代金の  ５０％ 

旅行開催後にキャンセルした場合･･････   旅行代金の１００％ 

※当校営業時間外の取り消しにつきましては、翌営業日扱いとなります。 
 

募集締切について 
催行の１週間前まで。但し、定員になり次第締切り。 
 

個人情報の取扱について 
①旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配及

びそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。 

②当プログラムで撮影した写真・映像について、今後の販促関係のパンフレット等、およびＨＰでの活

動報告に使用する場合がございます。それ以外の目的では使用いたしません。 
   
その他 
①このパンフレットは、平成 24 年 11 月 15 日の資料に基づくものとして作成しております。 

②その他の事項については、詳しくはヤックス自然学校事務局におたずねください。 

安全への配慮安全への配慮安全への配慮安全への配慮 ヤックス自然学校では、自然体験活動におけるリスクマネジメントに前向きに取り組み、日々安

全への配慮を行っています。全ての職員、ボランティアに対しての安全教育（危険箇所の伝達、危険予知トレーニング）等

を徹底しています。また、非常事態が発生した場合に備え、様々な状況を想定したマニュアル（連絡体制、緊急時対応等）

を整備し、職員、スタッフ参加のもとでトレーニングを行います。参加者の安全管理を最優先とするからです。それでも、

自然体験活動においては、気象条件などにより不測の事故は起こりえるものです。その危険を知りつつなお、 
活動を続けるのは、学校や家庭では難しいとされる自然体験の重要性に気づき、それを伝えるのが使命と考 

えるからです。当活動にご参加の際には、その点をご理解頂き、ご協力いただければと思います。 

ヤックス自然学校とはヤックス自然学校とはヤックス自然学校とはヤックス自然学校とは    
   
ヤックス自然学校は、㈱千葉薬品が社会貢献事業の一環として、３６

年にわたり都会では味わえない四季折々の広大な自然の中で自然体験

活動を提供してきました。 

普段、学校や家庭では体験できない、自然体験と異年齢集団での生活

を大切に継続的に取り組んでいます。 

たかつえ in 会津高原 
～変化に富んだコースでエンジョイスキ～  

■宿泊場所    会津アストリアロッジ もしくは 会津高原ホテル 
 

会津高原エリア最大を誇るビックゲレンデ。スキー初心者から上級者まで楽しめる

変化に富んだゲレンデが魅力的。頂上エリアはサラサラのパウダースノーが楽しめま

す。また、キッズパークなどの施設も充実！ 
 

【営業時間】   日中：８：００～１６：３０   ナイター：１６：３０～２０：３０ 

リフト代 １回券 １０回券 半日券 １日券 ナイター券 

大人（中学生～） ４００円 3,200 円 3,200 円 4,200 円 2,000 円 
小人（幼児・小学生） ４００円 3,200 円 2,800 円 3,200 円 1,500 円 
 

たかつえスキー場 

福島県 

なだらかなファミリーゲレンデは 
お子様のスキーデビューに適しています！ 

ゲレンデがすぐ目の前 たく さ ん滑 り まし ょう！  


