
REAL！経験豊富なコーチ陣がプロデュースするレーシングキャンプ。
分かりやすく的確なアドバイスで、多くの参加者から支持を得ています。
独特の発想から生まれるスキー技術でタイムアップを目指しましょう。

【日程表】 ※宿泊はお客様ご自身での手配となります。

： 12月14日（土） ～12月15日（日） フリースキー 担当：アカデミースタッフ

： 12月21日（土） ～12月22日（日） フリースキー 担当：アカデミースタッフ

： 1月11日（土） ～1月13日（月） GS・GS・SL 担当：原田彦

： 2月 1日（土） ～ 2月 2日（日）05日（日）GSL 担当：原田彦

： 2月 8日（土） ～ 2月 9日（日）06日（日）GSL 担当：アカデミースタッフ

： 2月22日（土） ～ 2月24日（月）07日（日）GSL 担当：アカデミースタッフ

： 2月29日（土） ～ 3月 1日（日）08日（日）GSL 担当：上林卓司

： 3月 7日（土） ～ 3月 8日（日）09日（日）GSL 担当：スクールスタッフ

： 3月21日（土） ～ 3月22日（日）10日（日）GSL 担当：上林卓司

： 3月28日（土） ～ 3月29日（日）11日（日）バリエーションTR 担当：アカデミースタッフ

： 4月 4日（土） ～ 4月 5日（日）12日（日）バリエーションTR 担当：アカデミースタッフ

【料金表】※1日につき

大人 ¥14,900

中高生シニア ¥13,900

小学生 ¥10,500

【スケジュール】

 8:30 イーストアカデミーにて受付　　　　　　  8:30 イーストアカデミーにて受付

 8:50 集合　(受付時に集合場所ご案内)　　　※通常よりスタート早めです。  9:50 集合　(受付時に集合場所ご案内)

 9:00～11:30 午前レッスン 10:00～12:00 午前レッスン

13:00～14:30 午後レッスン 13:30～15:30 午後レッスン

14:45～ ビデオミーティング 15:45～ ビデオミーティング

（最終日は実施いたしません） （最終日は実施いたしません）

【お申込み】
WEBフォームからお申込みできます。（右の二次元バーコードを読み込んでください）
あとはお送りするご案内メールに従ってお手続きください。 WEBフォーム

＊WEBフォームからお申込みの場合はお申込用紙のご送付は必要ありません。

【ご注意】
＊シニアは55歳以上になります。

＊２～３日間を通したプログラムで組んでおりますので全日程でのご参加をお勧めします。

＊集合場所及び使用バーンは気象状況やバーン状況によって変更となる場合がございますので受付時にご確認下さい。

＊状況によりスケジュールが変更になる場合もございます。

＊RC1/RC2はフリースキートレーニングになります。SLスキーをご持参ください。

＊RC12/RC13は規制のバリエーショントレーニング行いますのでSLスキーを持参ください。

　　お問い合わせ・お申込み
（株）ネーヴェ

TEL:0267-41-0623 FAX:0267-41-0643  （11/30 18:00まで）

E-mail : info@neve.jp URL : https://www.ritmosnow.com

RITMO Snow Academy

TEL:0267-41-1750 FAX:0267-41-1751   (12/1～）

¥11,500 リフト券･レッスン･ビデオミーティング（最終日なし）・傷害保険

19-20 　ネーヴェレーシングキャンプ RC

料金に含まれているもの

¥16,700 リフト券･レッスン･ビデオミーティング（最終日なし）・傷害保険

原田 彦

¥15,700 リフト券･レッスン･ビデオミーティング（最終日なし）・傷害保険

上林 卓司

ユニティスキーレーシングディレクター

T.C.S代表

元全日本ナショナルチーム

サロモンチームコーチ

元女子ナショナルチームヘッドコーチ



世界の舞台で活躍してきた、代表・岡部哲也によるレーシングキャンプ。
その経験から導き出されるオリジナリティに富んだキャンプメニューは、ここ軽井沢でしか体験できません。

【日程】 ※宿泊はお客様ご自身での手配となります。（下記参照）

： 　　1月17日（金）～1月19日（日）   ＳＬ 担当：岡部哲也　
： 　　2月14日（金）～2月16日（日）   ＳＬ 担当：岡部哲也

【料金表】

大人
中高生

シニア
小学生

1日につき ¥17,700 ¥16,700 ¥12,200
3日間参加 ¥49,800 ¥46,800 ¥34,200

【スケジュール】 【お申込み】

○キャンプ初日（午後スタート） WEBフォームからお申込みできます。↓

12:30～13:00 イーストアカデミーにて初日受付 あとはお送りするご案内メールに従ってお手続きください。

13:30～15:30 午後レッスン（浅間コ－ス） WEBフォームからお申込みの場合はお申込用紙のご送付は必要ありません。

16:00～ ミーティング

○キャンプ２・３日目（午前スタート）

 8:30～　9:00 イーストアカデミーにて受付

10:00～12:00 午前レッスン（浅間コース）

13:30～15:30 午後レッスン（浅間コース）

16:00～ ミーティング（最終日は実施いたしません）

【ご注意】

　＊シニアは55歳以上となります。

　＊集合場所及び使用バーンは気象状況やバーン状況によって変更となる場合がございますので受付時にご確認下さい。

　＊3日間を通したプログラムで組んでおりますので全日程での参加をお勧めします。

　＊状況によりスケジュールが変更になる場合もございます。

　＊3日間コースの初日のみご参加される方へ：初日レッスンは午後のみ（1単位）となりますが、料金は同額となりますのでご了承願います。

分かりやすく情熱的なレッスンが大好評の校長湯浅信行、ベテラン梶伸之が担当するベーシックキャンプ。
様々なシチュエーションを利用しベーシックなスキー操作から検定対策まで、参加者の滑りを幅広くフォローします。
是非ご参加下さい。

【日程】 ※宿泊はお客様ご自身での手配となります。（下記参照）

担当

：  12月21日（土）～ 12月22日（日）　 湯浅 信行

：  01月18日（土）～ 01月19日（日） 梶 伸之

： 湯浅 信行

：    2月15日（土）～   2月16日（日） 梶 伸之

：    3月  7日（土）～   3月  8日（日） 湯浅 信行

：    3月14日（土）～   3月15日（日） 梶 伸之

【料金表】

料金に含まれているもの

1日につき 　リフト券・レッスン・傷害保険

【スケジュール】 【お申込み】
8:30～9:30 イーストアカデミーにて受付 WEBフォームからお申込みできます。↓

9:50 集合 あとはお送りするご案内メールに従ってお手続きください。

10:00～12：00 午前レッスン WEBフォームからお申込みの場合はお申込用紙のご送付は必要ありません。

　　　各自昼食

13:30～15：30 午後レッスン

【ご注意】

＊シニアは55歳以上になります。

＊集合場所及び使用バーンは気象状況やバーン状況によって変更となる場合が

　ございますので受付時にご確認下さい。

＊2日間を通したプログラムで組んでおりますので全日程での参加をお勧めします。

＊参加人数等状況により、担当コーチの増員または変更の可能性がございます。

＊天候等状況によりスケジュールが変更になる場合もございます。 　

　　お問い合わせ・お申込み

（株）ネーヴェ
TEL:0267-41-0623 FAX:0267-41-0643  （11/30 18:00まで）
E-mail : info@neve.jp URL : https://www.ritmosnow.com

RITMO Snow Academy
TEL:0267-41-1750 FAX:0267-41-1751   (12/1～）

小回り・コブ

コブ入門

1９-２０　岡部哲也スペシャルレーシングキャンプ SPRC

料金に含まれているもの

　リフト券･レッスン･ビデオミーティング（最終日なし）・傷害保険

19-20　ベーシックキャンプ BC

初すべり・足慣らし

テーマ

大人

¥14,900

シニア・中高生

¥13,900

   2月  1日（土）～   2月  2日（日）

プルーク等を取り入れた基本操作

ミドルターン

基礎パラを中心とした大・中回り


