
毎年大好評の軽井沢プリンスホテルスキー場での早朝貸切トレーニングを今シーズンも開催いたします！

この時期、混雑しているゲレンデは１本２０分～３０分ほどかかりますが、早朝限定貸切トレーニングは、

ほぼ待ち時間なし！

ゲレンデも空いているので安全で効率の良いトレーニングをおこなう事が可能です！

今年は下記の日程を予定。シーズンインの大事な時期にフリースキーでの滑り込みトレーニングを行います。

コース状況を考え人数に制限があるため、お早めにお申し込みいただけますようお願い致します。

日程 

①　11月7日　(土) /　②　11月8日　(日)　

③　11月14日　(土) /　④　11/月15日　(日)

⑤　11月21日　(土) /　⑥　11月22日　(日)   /　⑦　11月23日　(月・祝)

⑧　11月28日　(土) /　⑨　11月29日　(日)

⑩　12月 5日　(土) /　⑪　 12月  6日　(日)

受付

軽井沢プリンスホテルスキー場　スキーセンター内　AM4：10～4：45　※時間厳守でお願いします。

一度ご参加いただいている方は4：50使用ゲレンデ下にてお渡しします。(前日にご連絡いたします)

※ゼッケンを配布致します。

トレーニング時間

早朝トレーニング　5：00～7：30　※7：20～全員でコース整備を行います。

午前トレーニング　8：30～10：30 　※混雑状況や疲労度考慮し10:00頃に終了する場合もあります。

参加費
早朝+午前TR

¥12,000 ／1日（レッスンフィー、傷害保険、早朝バーン貸切代、リフト券12：30まで）

¥8,000 ／1日（レッスンフィー、傷害保険、早朝バーン貸切代、リフト券12：30まで）

¥11,000 ／1日（レッスンフィー、傷害保険、早朝バーン貸切代、リフト券12：30まで）

¥7,000 ／1日（レッスンフィー、傷害保険、早朝バーン貸切代、リフト券12：30まで）

※リフト券大人小人ともに500円デポジット含まれてますので、ご自身でご返却くださいませ

早朝TRのみ

¥8,000 ／1日（レッスンフィー、傷害保険、早朝バーン貸切代）

¥6,500 ／1日（レッスンフィー、傷害保険、早朝バーン貸切代）

¥7,500 ／1日（レッスンフィー、傷害保険、早朝バーン貸切代）

¥6,000 ／1日（レッスンフィー、傷害保険、早朝バーン貸切代）

※Premium会員をご希望の方は専用フォームをご案内しますので、先に会員登録をお願いいたします。

お申し込み方法

WEBフォームからお申し込みいただけます。

大人（中学生以上） 小学生

裏面のお申込用紙に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールからもお申込みいただけます。

コース状況を考えた人数に制限があるためお早めにお申し込みくださいませ。

コーチはスタートもしくはゴールエリアにいますので、一人で滑走や移動が不安な方はご遠慮ください。

FAX／0267-41-0643 Mail／info@neve.jp

お問合せ先電話番号/0267-41-0623 担当：山口

お支払方法

参加日の3日前までに指定の口座にお振込みをお願いします。

※指定の口座は申込用紙に記載があります。

※地域共通クーポンの使用を希望される方はお申し付けくださいませ。

株式会社ネーヴェ RITMO　Snow Academy

〒389-0102 〒389-0193

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1057-16 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

TEL：0267-41-0623　FAX：0267-41-0643 軽井沢プリンスホテルウエスト内

水・日曜定休　電話受付時間／11:00-17:30 TEL:0267-41-1750　FAX:0267-41-1751

※20-21シーズン　12/12オープン予定

中学生以上Premium会員：

小学生Premium会員：

2020軽井沢早朝貸切シーズンインキャンプ

小学生：

中学生以上：

中学生以上：

小学生：

中学生以上Premium会員：

小学生Premium会員：



11月の早い時期でシーズン中のシーズンインの足慣らしを行います。

初すべりに大切な基本的なトレーニングを行い、早い段階での足場づくりをお手伝いいたします。

コーチはスタートもしくはゴール周辺でのアドバイスになります。

一人での移動が厳しい方は保護者の方同伴でお願いいたします。

レーサーから基礎スキーヤーまで幅広くアドバイスいたしますのでこの機会に是非ご参加くださいませ。

日程 

　11月4日（水） AM8:30～11:00（2.5h）／PM12:30～14:00(1.5h) 

　11月5日（木） AM8:30～11:00（2.5h）／PM12:30～14:00(1.5h) 

　11月6日（金） AM8:30～11:00（2.5h）／PM12:30～14:00(1.5h) 

受付

軽井沢プリンスホテルイースト『Dolomiti』 8:00～8:20　※時間厳守でお願いします。

トレーニング時間

AM８：３0～11：０0（2.5h）／PM1２：３0～14：00(1.5h) 

参加費

￥9,000／1日（レッスンフィー、傷害保険）

￥8,000／1日（レッスンフィー、傷害保険）

※Premium会員をご希望の方は専用フォームをご案内しますので、先に会員登録をお願いいたします。

お申し込み方法

WEBフォームからお申し込みいただけます。

大人（中学生以上） 小学生

裏面のお申込用紙に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールからもお申込みいただけます。

FAX/0267-41-0643 Mail/info@neve.jp

お問合せ先電話番号/0267-41-0623 担当：山口

お支払方法

参加日の3日前までに指定の口座にお振込みをお願いします。

※指定の口座は申込用紙に記載があります。

※地域共通クーポンの使用を希望される方はお申し付けくださいませ。

株式会社ネーヴェ RITMO　Snow Academy

〒389-0102 〒389-0193

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1057-16 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

TEL：0267-41-0623　FAX：0267-41-0643 軽井沢プリンスホテルウエスト内

水・日曜定休　電話受付時間／11:00-17:30 TEL:0267-41-1750　FAX:0267-41-1751

※20-21シーズン　12/12オープン予定

2020軽井沢シーズンインキャンプ

小学生、一般共通：

Premium会員：



☆お申し込み方法
下記の申込用紙に必要事項をご記入の上、お申し込みください。
①お名前、年齢、ご連絡先等をご記入いただき、参加される日程に ☑ を入れてください。
②参加される日数等により合計金額を算出してご記入ください。
③FAX、もしくはメール（info@neve.jp）にてお申し込み内容をお送りください。
④振込先に参加費をお振り込みください。　この時点でお申し込みが完了となります。
※地域共通クーポンの使用をご希望の方は備考にご記入をお願いいたします。
⑤当日の集合場所など詳しいご案内は、開催日前にご連絡させていただきます。しばらくお待ちください。
⑥天候状況などにより中止させていただく場合がございます。
⑦最少遂行人数4名 感染症対策について

⑧感染症対策について必ずウェブページからご確認くださいませ。 こちらをご確認くださいませ。

☆キャンセル料金について
お客様のご都合によるキャンセルにつきましては下記キャンセル料金がかかりますのでご了承ください。

キャンプご参加日の7日～2日前 参加料金の20％

キャンプご参加日の前日 参加料金の40％

キャンプご参加当日 参加料金の100％

記入日　２０２０年　　　　　月　　　　　日

氏名 様　 生年月日 年齢 歳

携帯番号 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

保護者署名
参加を承諾のうえ、申し込みいたします。＊参加者が未成年の場合のみご記入ください。

備考

☆参加費 振込先 ＞＞ 三井住友銀行　渋谷支店　普通　６４２４７５８　ネーヴェキャンプ

キャンプ名

中学生以上 ¥12,000 × 回  ＝ ￥

小学生 ¥8,000 × 回  ＝ ￥

Premium会員

中学生以上
¥11,000 × 回  ＝ ￥

Premium会員

小学生
¥7,000 × 回  ＝ ￥

中学生以上 ¥8,000 × 回  ＝ ￥

小学生 ¥6,500 × 回  ＝ ￥

Premium会員

中学生以上
¥7,500 × 回  ＝ ￥

Premium会員

小学生
¥6,000 × 回  ＝ ￥

一般 ¥9,000 × 回  ＝ ￥

Premium会員 ¥8,000 × 回  ＝ ￥

※お申込み締切は開催日の3日前です。 合計  ￥

☆お申し込み、お問い合わせ先

【11月30日まで】 （株）ネーヴェ <RITMO Snow Academy事務所> TEL：0267-41-0623　FAX：0267-41-0643

※水・日曜定休　電話受付時間／11:00-17:30

【12月1日以降】 　RITMO Snow Academy TEL：0267-41-1750　FAX：0267-41-1751

Email:info@neve.jp URL：ritmosnow.com

☑を入れてください。 ご参加のキャンプにより金額をご記入ください。

　　　　　　　年　　　　月　　　　日　

□早朝

　　+午前TR

□ 11/7  (土)    □ 11/8 (日)

□11/14 (土)　□11/15 (日)

□11/21 (土)　□11/22 (日)

□11/23 (月・祝)

□11/28 (土)　□12/29 (日)

□ 12/5 (土) 　□ 12/6 (日)

□早朝のみ

□ 11/7 (土)　 □ 11/8 (日)

□11/14 (土)　□11/15 (日)

□11/21 (土)    □11/22 (日)

□11/23 (月・祝)

□11/28 (土)　□12/29 (日)

□ 12/5 (土) 　□ 12/6 (日)

□シーズンイ

ン

□11/4 (水)

□11/5 (木)

□11/6 (金)

ネーヴェ早朝キャンプ・シーズンインキャンプ共通申込書

※当日連絡の取れる番号

参加日 参加料金

住所 電話番号


