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日本の良さは、四季があり、それぞれの季節を楽しむ事ができる事です。

最近は、その季節や季節の移ろいを楽しむにはあまりに厳しい天候が続いています。

パノラマスノーアカデミーから、皆様のお手元に『お品書き』が届く頃、

まだ残暑が厳しいですが、気分だけはぐっと冬に近づいて頂きたいと思います。

雪が少ない年、多い年、私達スキーヤーは気まぐれな天候に振り回されながらも、

1 日でも多く雪の上に立ち、1 本でも多く滑りたい、少しでも上手くなりたいと

いつも願っております。

パノラマスノーアカデミーは今シーズンも、新たな一歩を踏み出し、ご愛顧頂い

ております多くの皆様に感謝の気持ちを忘れず、楽しいスキーライフに少しでも

お役に立てる様『想い』と『情熱』そして『価値ある企画』をお届け致します。

今シーズンも新しい仲間に加わって頂き、魅力的な企画も加わった 2018-2019

シーズンのパノラマスノーアカデミーをどうぞ宜しくお願い致します。

ご挨拶

2018年9月1日 代 表 石井 俊一
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パノラマスノーアカデミーは、全日本スキー技術選主権大会で活躍中の石田俊介、アド
バイザリースタッフで SAJ ナショナルデモンストレーター竹田征吾、SAJ デモンストレ
ーター菅原悟、その他全日本スキー技術選手権大会出場しているインストラクターが多
数在籍し、彼らを中心にハイレベルなレッスンを展開しています。全国のスキー学校で
も例を見ないキャンプや日帰りドックの種類・数は受講される方の多様なニーズに充分
にお応えできるものと自負しております。インストラクターの技術力、指導力の向上も
大切にして、キャンプ・日帰りドックはもとより一般レッスンやジュニア・キッズの子
供向けのレッスンなど、全てのレッスンが何度も受講して頂ける価値のあるレッスンで
ある様に、インストラクターは日々研鑽しています。今シーズンはゲストスキーヤーに、
全日本スキー技術選手権大会で常に上位で活躍している佐藤栄一氏、荒井佑沙氏、元ナ
ショナルデモンストレーターの小林仁氏、そしてレジェンドスキーヤー元ナショナルデ
モンストレーター中田良子氏を迎えています。彼らの上手さの秘密にも触れて、基礎技
術の大切さを学び上達するチャンスです。是非レッスンを体験してみて下さい。

SKI LESSON 2018-2019 キャンプ日帰りドックご案内

昨シーズンより開講し、大変好評を頂きました、女性受講生限定の
『レディースキャンプ』を今シーズンも実施致します。
レディースキャンプを担当するのは、全日本スキー技術選手権大会
でも活躍中の石田俊介。受講生は女性オンリーですので、女性の体
力やペースにも合わせながら、イケメンインストラクター石田俊介
と 2 日間のスペシャルな時間を過ごして頂
けます。(Ｐ18石田俊介キャンプ参照 )

限定されたレッスンでインカム(小型無線機)
を使い大変好評を頂いています。
インストラクターのアドバイスを滑りなが
らリアルタイムに聞き取り、滑りにすぐに
反映できる『超すぐれもの！』です。
同時に、受講生全員が聞き取る事ができる
ので、レッスンが更に充実します。
昨シーズンは、受講生から大変好評を頂きま
した。今シーズンは、対象を拡げ、より効率
の良い、質の高いレッスンを目指します。

～リアルタイムでアドバイス‼～

レディースキャンプ受講生へ
　石田俊介より Only One プレゼントあり♥

NEWS!!

NEWS!!

NEWS!!

パノラマスノーアカデミー NEWS!!
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Jr２級

Jr３級

Jr４級

Jr５級

Jr６級

１級

Jr１級

テクニカル
プライズ

クラウン
プライズ

KA

KB

KC

Jr E

Jr A

Jr B

Jr C

Jr D

E1

E2

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

テクニカル・クラウンプライズテストが、年齢制限なしで
大人の１級を所持していれば受検できるようになりま
した。（※保護者の同意書が必要となります）Jrチーム
は、基礎的なトレーニングも大切にしながら楽しく、ハ
イレベルな様々なトレーニングを実践します。もちろん、
テク・クラの取得も目指します。

上達の意欲が出始めるレベル。
モチベーションによっては、大人よりはるかに早く上達。
明確な目標（級など）が必要な時期。
ジュニア達があこがれるエキスパートなインストラクタ
ーが担当。優しさと、厳しさと、楽しさをもって、ジュニア
の上達をしっかりサポートします。

夢中で楽しく自然に、どんどん上達してしまうレベル。
お子様の体力、技術に見合う細やかなクラス分けを実
施。レッスンを受ける度に、どんどん上のクラスに上がっ
ていき、上達ぶりが手に取る様にわかります。
子供が大好きで、子供のレッスンのスペシャリストのイン
ストラクターが担当します。

初めてのスキー。驚きの体験！
パノラマスノーアカデミーでは、その日の内にリフトに
乗車。ゲレンデデビューとリフトに乗ってゲレンデを滑
り降りてくるリフトデビューを同時にお約束。
お父さん、お母さん、感動間違いなし！

Jr チーム

SKI LESSON 2018-2019 キャンプ日帰りドックご案内

検定

ジュニア・キッズ  常設レッスン  Jr チーム
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レッスンをたくさん受講して上達したい方の為に、お得な常設シーズン券を用意しています。
さらに、日帰りドックやキャンプ料金の割引き特典付きなのでお得感UP！また1か月間だけレッスン受講
可能なマンスリー券もお試し価格でご利用頂けます。お試し後は、差額分のお支払いでレッスンシーズン
券へ移行出来ます。レッスンシーズン券のご購入で、もれなく『パノラマ会』メンバーとなり、下記の『パノ
ラマ会メンバー特典』を受ける事ができます。
●今シーズンより、レッスンシーズン券（ヤング、ミドル、シニア）で受講できるクラスはAクラスまでとなります。
　Eクラス開校日は土・日・祝、平日を含め9月末迄にホームページ上にてお知らせいたします。
●年齢によるカテゴリーが変更となりました。料金体系も変更となっています。※下記表を参照。

SKI LESSON 2018-2019 キャンプ日帰りドックご案内

※スキーロッカー     パノラマ会メンバーのみ（スキーロッカー使用期間：12月オープン日～4月クローズ日）
　　　　　　　　   　  1ヶ月⇒3,000円
　　　　　　　　   シーズン⇒9,000円  （2台目9,000円）　　
※一般会員　入会金　10,000円
※有効期限は2018年12月8日から翌2019年12月パノラマリゾートオープン前日までの1年間となります。
※上記のレッスン料金割引特典はパノラマ会一般入会会員が対象となります。レッスンシーズン券ご購入もしく
　は対象レッスン企画お申し込みはそれぞれの料金割引特典が適用されます。（割引対象外レッスンあり）　

※スペース不足の為、2台目については
　スタッフへご相談下さい。

⇒

カテゴリーと料金一覧 ※料金は全て税込み

キッズ

ジュニア

ヤング

ミドル

レッスン
シーズン券
種別

5才～ 6才
未就学児
小学生

中学生～ 39 才

40 才～ 59 才

対象年齢

対象外

￥62,000
￥50,000
￥60,000

対象外

￥35,000
￥25,000

60 才以上シニア ￥55,000 ￥30,000
￥31,000

シーズン券
料金

マンスリー券
料金 レッスン

シーズン券
種別

常設レッスン

ジュニア

ヤング
ミドル

適用

初～Ａクラス適用
※Ｅクラス開校日
はホームページ
でご確認下さい

適用外 小学生スキー
教室のみ適用

シニア

日帰りドック

特　典

キャンプ

レッスンシーズン券購入特典！
（マンスリー券は対象外）

10％OFF 10％OFF

※レッスンシーズン券のメンバーで、かつ Jr1 級及び大人 1 級を所持しているジュニアは、
　日帰りドック及び、一般キャンプの受講が可能です。 

レッスン料金割引などメンバー限定の特典ありの会員制度です。年会費をお支払い頂くことで入会で
きます。また、レッスンシーズン券の購入や対象レッスン企画（特別講座）にお申し込みでも、もれなく
入会頂けます。詳細はお問合わせ下さい。

パノラマ会

常設レッスンシーズン券

ジュニアクラス、初～Ａクラスは
いつでも受講可能
※Ｅクラス開校日は受講可能

無  料

パノラマ会メンバー特典

レストラン・売店
10%OFFオフ企画

ICI石井スポーツ
10% OFF日帰りドック
10% OFFキャンプ

一般会員特別講座会員 レッスンシーズン券会員 ジュニアチーム会員

20% OFF20% OFF常設レッスン

メンバー特別割引あり (甲府店、松本店、新宿店で対応 )

富士見パノラマリゾート  冬シーズンのみ  １０％ＯＦＦ ( 売店は 1,000円以上のみ )

改正
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レッスン料金、期間中の傷害保険料金、消費税が含まれます。リフト券は含まれていませんので必ずご用意
下さい。シーズン企画キャンプなどで10回程度ご利用予定の方はリフトシーズン券（早期割引あり）のご購
入がお得です。10月中旬 富士見パノラマリゾートホームページにて発売開始予定。
※常設レッスンの料金には傷害保険料金が含まれていません（任意で加入可）。

常設レッスンの支払いは、クレジットカードも利用可能ですか？
常設レッスン受講の際のお支払いは、カード利用が可能となります。
使用できるカード会社などはホームページにてご確認下さい。

常設レッスンは予約制ですか？
常設レッスンはシーズン中、毎日開講しています。予約制ではなく、当日の受付時間内にスキースクール受
付カウンターへお越し下さい。年末年始、各週末は大変混雑致しますので、お時間に余裕を持ってお越し
下さい。また受付時間内であっても定員に達したクラスは締め切りとさせて頂きます。特にレンタルをご利
用の方は、レンタルショップが大変混雑致しますので、お早目のご来場をお勧め致します。
※常設レッスンEクラスは開講日を決めさせて頂きます。詳しくはホームページにてご確認下さい。
※平日のキッズスクールについては事前にお問合せ下さい。

YouTube アカデミーチャンネルでは、キャンプや常設レッスンの風景や、デモ達の滑り、イベ
ントの様子などを動画配信しています。コメント入りの動画や、解説付きの動画もあります。
見ているだけで気分は『ゲレンデ！』是非チェックして下さい。不定期ですが、シーズン中も
更新していきます！チャンネル登録もお願いします。

パノラマスノーアカデミースキースクール

キャンプ料金には何が含まれていますか？

Q.

Q.

Q.

FAQよくあるご質問？

A.

A.

A.

宿泊したいのですが、おすすめはありますか？
提携ホテル（八ヶ岳ロイヤルホテル（山梨県北杜市大泉町））のご案内、近隣ペンション等をご紹介します。
※八ヶ岳ロイヤルホテルでは、ホテル-富士見パノラマ間の毎日の送迎、充実した食事に加え、露天風呂付
　温泉、シングルユース/オーバーステイなどの待遇をパノラマスノーアカデミー特別料金にてご案内して
　おります。是非ご利用下さい。

Q.

A.

アカデミーサロンって何ですか？
受講される方、御家族とインストラクターが多目的に使用できるコミュニティースペースです。また、ワックス
掛けなどもできる用具も用意しています。お１人で来られても、顔なじみの方々と会う機会が作れるスペー
スです。スキーを通じて輪が広がります。

Q.

A.

こちらで検索！

YouTube『アカデミーチャンネル』動画配信

八ヶ岳ロイヤルホテル宿泊希望の方は、アカデミーまでご連絡下さい。
レッスンご参加の方は特別料金でご案内します。

八ヶ岳ロイヤルホテル宿泊についてのご案内

八ヶ岳ロイヤルホテル

【ホテル→パノラマ】平日 8:00 発,土日祝 7:45 発 【パノラマ→ホテル】16:30 発
【朝食】平日7:00～ ,土日祝6:45～【夕食】18:30～  夕食は全員揃って開始となります。

バス運行時間
食事のお時間

※八ヶ岳ロイヤルホテル休館日のお知らせ 
　12 月 26 日（火）27 日（水）28 日（木）はホテル側都合により宿泊できません。キャンプ受講者、
　宿泊ご希望の方は近隣の「ダイヤモンド八ヶ岳美術館ソサエティホテル」を代替でご用意いたします。
　1/15( 月 )～ 1/18( 金 )、2/12( 火 )～ 2/15( 金 )はメンテナンス休館となります。

Check!

Check!
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基礎徹底習得キャンプ

小回り集中　日帰りドック

シーズン序盤に、基礎となる運動要素を徹底的に練習する事で、応用・発展技術のベースを理解し、習得する
レッスンです。基礎をしっかり身につける事は上達への一番の近道です。経験豊富なインストラクターが担当。
全日本スキー連盟のテーマもお伝えし、理解も同時に深めて頂けます。一般スキーヤーはもちろんですが、クラ
ブなどで指導にあたる方にもお勧めのレッスンです。

進化したスキーの性能を活かした滑りはすっかり定着し、スピード感溢れる滑りをしている方はたくさんいらっ
しゃいます。しかし、進化したスキー板での小回りは意外にスピードコントロールが難しく、苦労している方は多
いはず。ましてや、コブ斜面になると、完全にお手上げ。何とかズレとキレを上手く使い分けて、鮮やかに滑り、
コブの斜面もカッコ良く。そんな方の為にこのレッスンで小回りを制し、コブ免許皆伝を目指します。基礎から
応用、発展に至るまでをトレーニングする日帰りレッスンをご用意しました。クラスはマスタークラスとベーシッ
ククラスの2クラスを設定。マスタークラスは全日本スキー技術選手権大会に出場している選手。ベーシッククラ
スは親切丁寧なレッスンで評判のインストラクターが担当させて頂きます。

No. レッスン／クラス 会期 担当講師 料金定員
基礎徹底習得
キャンプ 中尾

石井 俊一
10名
10名

￥16,500
￥18,600

1月 19日 (土 )－20日 (日 )
1月 2日 (水 )－3日 (木 )

※料金は消費税・保険料込

レッスン時間　9：30～ 12：00／ 13：00～ 15：30

No. レッスン／クラス 担当講師 料金定員

【日帰りドック】
小回り

マスタークラス

1月 5日 (土 )
12月 29日 (土 )

杉田 夏野
杉田 夏野

10名

10名

￥9,300

￥9,300

3月 2日 (土 )
2月 11日 (月・祝 )
1月 26日 (土 )

2月 3日 (日 )
1月 14日 (月・祝 )

杉田 夏野
菅原 悟
杉田 夏野

10名
10名
10名

￥9,300
￥10,300

￥8,300
志村
志村

10名

10名

￥9,300

￥8,300
【日帰りドック】

小回り
ベーシッククラス

※料金は消費税・保険料込

レッスン時間　9：30～ 12：00／ 13：00～ 15：30

会期募集対象

募集対象

1 級以上の方

2級程度の方

1級以上の方

基礎徹底習得キャンプ

大回り集中　日帰りドック
スキーの板の性能を生かして、スピード感を感じながら快適にクルージングする大回りは、まさにスキーの王道 
です。基本的な事から学び、応用につながるノウハウを身につけ、大回りに磨きをかけ、流れる様な、スキー操作
 を身につけましょう。

No. レッスン／クラス 会期 担当講師 料金定員

杉田 夏野

杉田 夏野

10名

10名

10名

￥9,300

￥9,300

￥9,3001月 1日 (火・祝 )

12月 31日 (月 )

2月 3日 (日 ) 杉田 夏野

【日帰りドック】
大回り

マスタークラス

※料金は消費税・保険料込

レッスン時間　9：30～ 12：00／ 13：00～ 15：30

募集対象

1 級以上の方

大回り集中

小回り集中

SKI LESSON 2018-2019 キャンプ日帰りドックご案内

44
45

53

54

55

10名 ￥9,3002月 17日 (日 ) 杉田 夏野56

46

48
49
50
51
52

47

極める
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「コブの滑り方が全く分からない」コブ斜面を前に、身体が硬直したり、腰が引けたり、コブが苦手という
声はたくさん聞かれます。コツさえ掴めば、コブ斜面は意外と簡単に滑り降りる事ができます。このレッス
ンでは、安全確実に、ゆっくり滑り降りる方法からトレーニングし、少しずつコブを攻略します。その他、３会
期に亘って段階的に上達を目指す、「小回り/コブ攻略コース」「平日コブ攻略コース」（P11参照）もライ
ンナップし、好評を頂いております。ラーチゲレンデに春先に登場するコブバーンも活用して、春コブで
一気に上達を目指しましょう。コブに精通したインストラクターが、コブを滑る楽しさを伝授致します。

コブとれ。キャンプ

レッスン時間　9：30～ 12：00／ 13：00～ 15：30

No. レッスン／クラス 会期募集対象・内容 担当講師 料金定員

コブとれ。
マスタークラス
キャンプ

コブとれ。
ベーシッククラス
キャンプ

コブとれ。
入門クラス
キャンプ

2月9日 (土 )ー10日 (日 )

中村 春菜

杉田 夏野

10名

10名

10名

￥16,500

￥18,600

￥18,600

細谷

10名 ￥16,5003月23日 (土 )ー24日 (日 )

1月26日 (土 )ー27日 (日 )

3月2日 (土 )ー3日 (日 )

3月9日 (土 )ー10日 (日 )

3月23日 (土 )ー24日 (日 )

3月 16日 (土 )

3月 9日 (土 )

3月 2日 (土 )

1月 20日 (日 )

2月 24日 (日 )

3月 3日 (日 )

2月 23日 (土 )

篠原 悦子

篠原 悦子

木村

10名

10名

￥16,500

￥16,500

※料金は消費税・保険料込

コブとれ。日帰りドック

レッスン時間　9：30～ 12：00／ 13：00～ 15：30

No. レッスン／クラス 会期募集対象・内容 担当講師 料金定員

【日帰りドック】
コブとれ。

マスタークラス

【日帰りドック】
コブとれ。

ベーシッククラス

【日帰りドック】
コブとれ。
入門クラス

細谷

杉山 飛鳥

杉田 夏野

10名

10名

10名

￥8,300

￥9,300

￥9,300

高橋 10名 ￥8,300

比嘉 めぐみ

比嘉 めぐみ

細谷

10名

10名

10名

￥8,300

￥8,300

￥8,300

※料金は消費税・保険料込

SKI LESSON 2018-2019 キャンプ日帰りドックご案内

1級以上の方。コブの中でしっかりと
弧を作る滑りを目指します。

2級程度の方で、中急斜面で小回りが
できる。コブの中でスピードコントロ
ールができる滑りを目指します。

中急斜面でスピードコントロールされ
た小回りはできるが、コブはほぼ経験
がない方。コブの中でもスピードコン
トロールした小回りを目指します。

1級以上の方。コブの中でしっかりと
弧を作る滑りを目指します。

2級程度の方で、中急斜面で小回りが
できる。コブの中でスピードコントロ
ールができる滑りを目指します。

中急斜面でスピードコントロールされ
た小回りはできるが、コブはほぼ経験
がない方。コブの中でもスピードコン
トロールした小回りを目指します。

61

62

60

59

58

57

67

68

69

66

65

64

63

プライズテストプライズテストコブとれ。
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竹田征吾 SAJ ナショナルデモンストレーター 石田 俊介

SKI LESSON 2018-2019 キャンプ日帰りドックご案内

1975 年 3 月 13 日生まれ
新潟県妙高出身 
幼少より競技スキーに取り組み
アルペンレーサーとして数々の
優勝・入賞を果たす。2000 年
より競技と基礎、2 つに挑戦。
2014 年 SAJ ナショナルデモン

ストレーターに再認定され現在に至る。2012-
13 シーズンより、パノラマスノーアカデミー
アドバイザリースタッフとして、キャンプ等の
レッスンも担当しながら、若い選手、スタッフ
の育成にも活躍している。2018 年全日本スキ
ー技術選手権大会 総合 51 位。ナショナルデモ
ンストレーターにも認定を受ける。

1979 年 9月 18 日生まれ
北海道富良野出身
学生時代は競技スキーに取り組
み、その後基礎スキーへ転向。 
2014-15シーズンより、活動の拠
点をパノラマスノーアカデミー
に移し現在に至る。正確で重厚

感あふれる滑りは大変魅力的で、スキー教程の
具現者としては群を抜いている。2015 年アル
ゼンチンで開催されたインタースキー ( 世界ス
キー指導者会議 ) の日本代表としても出場。
2018年全日本スキー技術選手権大会総合 21位｡
2019 年は、更なる上位を目指します。

1985 年 5月 1日生まれ
山形県出身
高校まで競技スキーに打ち込み、
社会人になってから基礎スキーに
転向。滑っている時のシルエット
・滑らかな滑りが美しくファンも
多い。努力型で勉強熱心。2012年

菅原 悟　SAJ デモンストレーター

SAJ デモンストレーターの初認定を受け、4 期連
続で認定を受け現在に至る。2018 年全日本スキ
ー技術選手権大会では、成績は伸び悩んだもの
の、随所に実力を発揮した。SAJ デモンストレ
ーターにも認定を受ける。現在パノラマスノー
アカデミー主任教師。日々熱心にスタッフ研修
をし、スタッフの技術の底上げに努力している。

手権大会に出場。類まれなる運動センスの持
ち主。得意種目は小回り系。
職人技の滑りに根強いファンも多い。
2018 年の全日本スキー技術選手権では本来の
力を出し切れなかったが、確実に手ごたえを
感じる滑りが随所に見られた。

杉田 夏野

1975 年 5 月10 日生まれ
神奈川県出身
28歳から本格的にスキ
ーを始め、わずか数年
で全日本スキー技術選

プライズテスト講師プロフィール

の出場となった｡2015 年から連続して本選出場
を果たし、2018 年は総合 59 位と確実に自力を
付けているスキーヤー。コブの滑りを得意とし
ている。また、趣味のトレランで、苦しい場面
で笑顔を作れることも特技。

1985年5月11日生まれ
神奈川県出身
5 歳からスキーを始め、大学時
代より本格的にスキーに取り組
み、23 歳で１級合格。7 年前か
ら全日本スキー技術選手権大会
に挑戦し始め､2018 年は 6回目

中村 春菜

Lecturer Profiles
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SKI LESSON 2018-2019 キャンプ日帰りドックご案内

佐藤 栄一  新潟県出身　
1982 年 7 月 31 日生まれ　

高校時代にはインターハイ優
勝。その後、国体でも優勝す
るなどレーサーとして活躍中。
 2018 年全日本スキー技術選
では最高のパフォーマンスでアピールし、自
身最高リザルトで見事 5位入賞を果たす。
得意とするロングターンを武器に表彰台のみ
ならず、優勝の可能性も感じさせる滑りを
するスキーヤー。
2019 年は優勝の最右翼。
2018-2019 もパノラマスノーアカデミーの
ゲストスキーヤーとして、レッスンも担当。

中田 良子  秋田県十和田市出身
青森スプリングスノースクール校長
戦歴：全日本スキー技術選手権
　　　大会 最高順位 2 位
　　　国際スキー技術選手権大
　　　会 最高順位 3 位
経歴：SAJ ナショナルデモンストレーター 8 期
　　　16年　インタースキー日本代表  (スイス 
　　　 クランモンタナ   韓国  ピョンチャン )
　　　SAJデモンストレーターコーチ2期4年
長きに渡って日本のスキー界の頂点で活躍。
女性スキー選手の技術の底上げに貢献し、多
大な影響を与えた。引退後も現役で雪上に立
ち、国内はもとより、海外のスキー場でも積
極的に指導活動を行っている。

荒井 佑沙  東京都出身　
小学校 4年から大学卒業まで
アルペンスキーを続ける。
戦歴：アルペン全日本選手権
　　　入賞　FIS レース優勝
2012-13  全日本スキー技術選
　　　　手権大会初出場
2015  全日本スキー技術選手権大会 8位入賞
2016  全日本スキー技術選手権大会 10位入賞
2017  全日本スキー技術選手権大会 7位入賞
経　歴：SAJ デモンストレーター  3 期目
アルペンで培った強さに、正確さ、美しさを兼
ね備えた、大変魅力的なスキーヤー。スキー
に対する熱い想いと、荒井佑沙が大切にして
いるスキーを楽しむ為の秘訣を学んで下さい。

小林 仁  長野県出身
1980 年生まれ

SAJ デモンストレーター１期、
ナショナルデモンストレータ
ー１期を務める。
現在は JWSC 全日本ウインタ
ースポーツアカデミー インストラクター科
の講師を務める。プレーヤーとしても、ス
キー教師としても大変魅力的な滑りと、指
導方法に、多くのファンを持つ。
昨シーズンに続いて、2018-19 シーズンも
パノラマスノーアカデミーの講師を担当。
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基礎技術をしっかり踏まえた上での応用、発展技術に磨きをかける為のレッスンです。平日実践ト
レー ニングは、平日の空いているゲレンデを使ってスピードトレーニングや、実践トレーニングを
中心に行います。パノラマスノーアカデミーインストラクターで、SAJナショナルデモンストレータ
ー、SAJデモンストレーター、全日本出場選手らが担当。彼らのとぎすまされた感性と、ゆるぎない
技法を是非身につけて下さい。

平日実践トレーニング

レッスン時間　9：30～ 12：00／ 13：00～ 15：30

No. レッスン／クラス 会期募集対象 担当講師 料金定員

※料金は消費税・保険料込

SKI LESSON 2018-2019 キャンプ日帰りドックご案内

平日実践トレーニング

1月11日 (金 )

1月 25日 (金 )

12月 27日 (木 )

1月 7日 (月 )

【日帰りドック】
平日実践
トレーニング

1級以上の方

菅原 悟

菅原 悟

佐藤 栄一

10名程度

10名程度

10名程度

￥10,300

￥10,300

￥10,300

菅原 悟 10名程度 ￥10,300

2月 12日 (火 )

2月 25日 (月 )

2月 1日 (金 )

竹田 征吾

杉山 飛鳥

10名程度

10名程度

￥10,300

￥9,300

石田 俊介 10名程度 ￥10,30084

3月 15日 (金 ) 石田 俊介 10名程度 ￥10,30085

78

80

79

82

81

83

2月 9日 (土 )ー 11日 (月・祝 )

1月 12日 (土 )ー 14日 (月・祝 )

12月 22日 (土 )ー 23日 (日 )

石田俊介の『俊ネタ』

レッスン時間　9：30～ 12：00／ 13：00～ 15：30

No. レッスン／クラス 会期募集対象 担当講師 料金定員

『俊ネタ レディース』

『俊ネタ』
エキスパート

1級程度以上
※No.86 は
女性限定

石田 俊介

石田 俊介

石田 俊介

10名

10名

10名

￥30,900

￥30,900

￥20,600

※料金は消費税・保険料込

全日本スキー技術選手権大会で活躍している石田俊介が基礎を大切にしながらも、応用・発展に
つながる「道筋」をしっかりレクチャーします。シーズンを通しての課題を見つけましょう。
「俊ネタ」キャンプに女性限定の「俊ネタレディース」も好評につき今シーズンも登場！

石田俊介キャンプ

86

87

88

3月 16日 (土 )ー 17日 (日 )

俊コブ

レッスン時間　9：30～ 12：00／ 13：00～ 15：30

No. レッスン／クラス 会期募集対象 担当講師 料金定員

俊コブ 1級 石田 俊介 10名 ￥20,600

※料金は消費税・保険料込

89
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SKI LESSON 2018-2019 キャンプ日帰りドックご案内

全日本スキー技術選の上位で活躍している、佐藤栄一がスペシャルレッスンをお届けします。
技術選で勝つ為のノウハウ、プライズテストで合格する為のノウハウをもれなくお伝えするスペシャル
キャンプが登場しました。

2月23日 (土 )ー24日 (日)

12月 15日 (土 )ー 16日 (日 )

佐藤栄一  スペシャルキャンプ

レッスン時間　9：30～ 12：00／ 13：00～ 15：30

No. レッスン／クラス 会期募集対象 担当講師 料金定員

シーズン INキャンプ

スペシャルトレーニング 佐藤 栄一

佐藤 栄一 10名 ￥20,600

10名 ￥20,600

※料金は消費税・保険料込

1 級程度以上

1級程度以上

1級程度以上

2月 23日 (土 )ー 24日 (日 )

レッスン時間　9：30～ 12：00／ 13：00～ 15：30

No. レッスン／クラス 会期募集対象 担当講師 料金定員
荒井 佑沙

スペシャルキャンプ 荒井 佑沙 10名 ￥20,600

※料金は消費税・保険料込

佐藤栄一スペシャルキャンプ

荒井佑沙  スペシャルキャンプ

全日本スキー技術選で活躍している、荒井佑沙のスペシャルキャンプが今シーズンもパノラマで実施。
女性ならではの視点で、美しく、そして力強く滑る為のノウハウをお伝えするスペシャルキャンプです。

荒井佑沙スペシャルキャンプ

90

91

93

レジェンドスキーヤー、あの中田良子がお伝えする不変のテクニック。元ナショナルデモンスト
レーターの中田良子から、現役時代より大切にしている基礎を学び、シーズン初めに濃密な2
日間を堪能し2018-19シーズンのスタートを切りましょう！！

中田良子シーズン in キャンプNEW

元ナショナルデモンストレーター小林仁のスペシャルキャンプ。全日本スキー技術選手権大会で
戦っている強さと、デモンストレーターとして活躍した、正確な技術をもれなくお伝えします。

小林仁スペシャルキャンプNEW

1 級程度以上 2月 16日 (土 )ー 17日 (日 )

レッスン時間　9：30～ 12：00／ 13：00～ 15：30

No. レッスン／クラス 会期募集対象 担当講師 料金定員
小林 仁

スペシャルキャンプ 小林 仁 10名 ￥20,600

※料金は消費税・保険料込小林仁  スペシャルキャンプ

92

プライズテストスペシャルキャンプ

1 級程度以上 12月 8日 (土 )ー 9日 (日 )

No. レッスン／クラス 会期募集対象 担当講師 料金定員
中田 良子

シーズン IN キャンプ 中田 良子 10名 ￥20,600

※料金は消費税・保険料込中田良子  スペシャルキャンプ

94

レッスン時間　9：30～ 12：00／ 13：00～ 15：30※割引対象外

※割引対象外

※割引対象外

※割引対象外
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平日のゲレンデを活用しながら、石井俊一がシーズンを通じて、滑りをプロデュースしていく企画
です。基礎技術、基礎的な身体の使い方をじっくり学び、技術レベル、体力に合わせて応用・発展
に繋げます。春先のコブを活かしたコブ攻略コースも好評を頂いています。

滑りを変えたいなら、基礎技術を見直す事が効果的。このレッスンでは、上達に必要な、基礎技術
の再確認から、実践的な滑りの質を高める運動要素にこだわって徹底的にトレーニングします。

パノラマスノーアカデミー代表 石井俊一が、デモンストレーター現役時代から大切にしている基本的
な運動要素から、トップスキーヤーが技術選などで見せる最新技術について、直接レクチャーします。

※料金は消費税・保険料込

12月 15日 (土 )ー 16日 (日 )

レッスン時間　10：00～ 12：30／ 13：30～ 16：00

レッスン時間　10：00～ 12：30／ 13：30～ 16：00

No. レッスン／クラス 会期募集対象 担当講師 料金定員

石井塾
基礎～応用徹底
キャンプ

1級以上の方
石井 俊一 10名 ￥18,600

※料金は消費税・保険料込

27

95

2月 9日 (土 )ー 11日 (月・祝 ) 石井 俊一 10名 ￥27,90096

97

26

25

No. レッスン／クラス 募集対象 会期 担当講師 パノラマ会
会員区分定員

10名

10名 Ｂ会員

Ｂ会員

Ａ会員

石井 俊一

石井 俊一

中・急斜面で
小回りができる方
(2級程度以上 )

中・急斜面で
小回りができる方
(2級程度以上 )

平日コブ攻略コース
Ⅱ期

平日コブ攻略コース
Ⅰ期

￥56,000

￥56,000

平日特別講座
中級コース

中・急斜面で
小回りができる方
(2級程度以上 )

石井 俊一 10名 ￥112,000

SKI LESSON 2018-2019 キャンプ日帰りドックご案内

平日特別講座

石井塾　基礎～応用徹底レッスン

シーズン終盤､パノラマを抜け出してスケールの大きなスキー場に遠征し、シーズンの仕上げ !
様々な斜面を使って楽しみながらトレーニングの成果を確かめます。

3月23日 (土 )ー 24日 (日 )

No. レッスン／クラス 会期募集対象 担当講師 料金定員

スキー場未定 1級程度
以上の方 石井 俊一 10名程度 ￥18,600

※料金は消費税・保険料込(宿泊代別)

春の遠征キャンプ

※遠征キャンプは、現地集合・現地解散となります。
※宿泊希望の方は、宿泊先をご案内いたします。　申し込み備考欄に宿泊希望をご記入下さい。

料金

石井俊一キャンプ

③2/21(木 )－22(金 )
②1/31(木 )－2/1(金 )
①1/22(火 )－23(水 )

③3/25(月 )－26(火 )
②3/13(水 )－14(木 )
①2/28(木 )－3/1(金 )

⑥3/4(月 )－5(火 )
⑤2/25(月 )－26(火 )
④2/5(火 )－6(水 )

③1/28(月 )－29(火 )
②1/8(火 )－9(水 )
①12/25(火 )－26(水 )
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年齢に関係なく、上手くなりたい気持ちは若者と同じ。同世代の方々と気兼ねなく、ゆったりとした
スケジュールで、安全、確実に上達を目指します。「スキーの技術は体力の衰えを凌駕する」いくつ
になっても、楽しむ事ができ、上達する事ができる数少ないスポーツがスキーです。

SKI LESSON 2018-2019 キャンプ日帰りドックご案内

※料金は消費税・保険料込

レッスン時間　10：00～ 12：30／ 13：30～ 16：00

No. レッスン／クラス 募集対象 会期 担当講師 料金定員

10名石井 俊一２級程度の50歳以上の方
中・急斜面で小回りで
スピードコントロール
をして滑れる方

大人の平日コブとれ。
￥18,600

10名石井 俊一 ￥18,600

シニアのためのコブとれ。

体力や技術レベルを最大限に考慮しながら、参加者の皆様のペースに合わせて、自分の経験をフル
に活用して、石井俊一の切り口で目からウロコのレッスンを行います。コブ初心者も大歓迎！！

3月18日 (月 )ー 19日 (火 )

3月 11日 (月 )ー 12日 (火 )

※料金は消費税・保険料込

レッスン時間　9：30～ 12：00／ 13：00～ 15：30

No. レッスン／クラス 募集対象 会期 担当講師 料金定員

10名中村 春菜２級程度以上で
50歳以上の方大人の平日スキー教室

￥16,500

10名井川 典彦 ￥16,500

シニア平日スキー教室
スキーを楽しむために必要な基礎技術から応用・発展技術を同世代の方と一緒に、ゆったりとした
日程の中で学びます。中級(２級程度)以上の方が対象です。経験豊富なインストラクターがお伝え
する濃密なレッスンをお楽しみ下さい。

2月25日 (月 )ー 26日 (火 )

1月 10日 (木 )ー 11日 (金 )98

99

100

101

1955 年 12 月 31日生まれ　北海道札幌市出身。
３歳からスキーを始め、札幌の実家の近くにあ
るスキー場が遊び場。小学校５年生で SAJ１級
を取得。競技スキーの経験を持たず、20歳で準
指導員に合格。その後、小賀坂スキーチームへ
所属。藤本進氏に師事する。21歳のシーズンから
デモンストレーター選考会 ( 現在のスキー技術
選手権大会 ) に出場。翌年の２２歳の年にデモ
ンストレーター ( 現在のナショナルデモンスト
レーター ) に初認定を受け、その後７期連続認
定を受ける。３５歳で現役引退後、新しいスキ
ー場オープンに伴い、スキー場ならびにスクー
ルの運営に関わり、その後 2001 年より富士見
パノラマリゾートに活動の拠点を移し、パノラ
マスノーアカデミーを設立、現在に至る。

◆  石井俊一  プロフィール

シニアレベルアップ

Ishii Shunichi
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P.S.A　ジュニアスキーチーム

2016-2017から小学校2年生以上のJr2級以上のジュニアと対象の幅を広げ、2018-2019より小
学校3年生以上としました。対象幅を広げる事により、体力・技術力に個人差が生じる可能性
があります。その為の準備としてヘッドコーチ菅原及び専任のコーチを2名配置し対応します。
但し『向上心がある』『頑張る事ができる』ジュニアに募集の条件を設けました。
目の前の検定合格は目標ではありますが、それは上達する過程の通過点であり、常にその先
にある次の目標、そして将来大きく飛躍する事のできるスキーヤーを育てる事が目的です。
今後は、ジュニア達が大きく飛躍する時期まで何が必要か？何をすべきか？をしっかり見据
え、プログラムします。
トレーニングとして、ゲートを使ったプランも実施予定です。また、外部で開催されるジュニアが
参加できる大会に遠征する事も予定しています。パノラマスノーアカデミーのジュニアレッスン
プログラムの中で、P.S.Aジュニアスキーチームをフラッグシップクラスとして位置づけました。

コーチ

子供達にとって何よりも楽
しい事は『友達と遊ぶ事』。
スキーを通して仲良くなった
友達とともに夢中になって
楽しむ時間を大切にします。

技術があるほどもっと楽し
く滑ることができます。時
にはジャンプ台に入ったり
ポールをしたりして技術の
幅を広げます。

高い目標を乗り越えたとき
の達成感、『頑張ればできる』
という経験、スキー仲間が
いればこそできる『協力』
を経験していきます。

Jr2 級～ Jr1 級 SAJ2 級～ SAJ1 級 テクニカル、クラウン、レー
シング、モーグル、技術選

菅原 悟
井川 典彦　小林 祐介

P.S.Aジュニアスキーチームコーチングスタッフ

技
術
レ
ベ
ル
の
目
安

ヘッドコーチ





ダイヤモンド八ヶ岳美術館ソサエティホテルを予定しております。注：



検定制覇
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パノラマスノーアカデミーでは、受検される方が集中できる様に、滑りやすい環境の確保をし
た中での検定を実施しています。パノラマスノーアカデミーの検定はココが違います。

楽しさ 上達

●  受検者の声で、平日にもプライズテスト開催。
●  検定終了後、検定員又は前走者によるワンポイントレッスンの実施。さらに上のクラスを目
　  指すための技術向上、理解を深める為のお手伝いをします。
　  ※状況により実施できない場合もございますのでご了承下さい。
●  雪面状況に応じて、雪面硬化剤の散布やバーン整備を実施し、できるだけ滑りやすいバーン
  　コンディションを維持します。
●  プライズテスト事前講習が、検定日前日、検定バーンであるラーチゲレンデが貸し切り予定
　 （13時まで）で実施可能です。（状況によっては変更も有り) ※平日実施の貸し切りはございません。

長野県スキー連盟が主催の検定会です。主任検定員は、パノラマスノーアカデミースタッフ。
長野県スキー連盟より２名の検定員が立ち会い、厳正に行われます。
※プライズテストは検定員1班のみでの実施になります。
　運営上、受検者は先着（受付）80名までとさせて頂きます。（ご予約はできません）

※プライズテスト受検には、ＳＡＪ会員証、事前講習修
　了証が必要となります。
※一時登録制度の適用により、ＳＡＪ会員に登録されてい
　ない方でも一時会員登録することによって受検可能とな
　ります。（要登録費　￥4,000）
※検定日に登録申し込みが可能となります。

※プライズ事前講習は予約制となります。
（当日受付は定員に空きがある場合または当日
キャンセルが発生した場合のみ受講可能です。）

【プライズテスト実施日程】

①   2月4日(月)　　　　      ②   2月18日(月)　　　　      ③   3月10日(日)

　　受付 ： 8：15～9：15
　　検定 ： 9：30～
結果発表 ： 15：30（予定）

※検定終了時にご案内

受検料：￥5,000（税込）

実際の検定バーンを中心に実践的な講習をします。検定員が求める、合格に必要なポイントを
わかり易く伝授し、充実の5時間レッスンでレベルアップを目指します。
今シーズンよりお一人、1回のみの受講となり、重複申し込みはできません。
※当日、定員に空きがある場合は受講可能となります。

SKI LESSON 2018-2019 キャンプ日帰りドックご案内

プライズテスト

No. 会期 バーン貸切予定
（AMのみ）

3 月 9 日（土）
2月 22 日（金）
2月 17 日（日）
2月 8日（金）
2月 3日（日）

【事前講習】
 9：30～12：00
13：00～15:30

【受付】　
8：15～9：15

貸切

定員

30名程度
20名程度
30名程度
20名程度
30名程度

―
貸切

貸切

―

―

【受講料】　
￥8,300
※講習終了後に修了証をお渡し
　いたします。

（税込）

107
1 月 21 日（月） 20名程度106

108
109
110
111

プライズテスト

プライズテスト事前講習

※平日実施※平日実施
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【ジュニアテスト1～6級　実施日程】
① 1 月 14 日（月・祝）　② 2 月 23 日（土）　③ 3 月 23 日（土）

① 1月 27日 (日 )　② 2月 24日 (日 )　③ 3月 17日 (日 )
【級別テスト1～5級　実施日程】

※事前講習を受講しない方は、9：30まで受付可能。
※級別テスト1級の受検には、事前講習の受講（検定日に実施）
　もしくは、事前講習修了証の提示が必要となります。
※級別テスト1級、2級は同じ検定バーンを使用し、安全確保の為に
　スタート位置を調整します。

※ジュニアテスト１～６級は常設レッスンでの講習内検定となります。
　また、検定料金は通常の講習料金に含まれています。

　　　　　  13：30～15：30
結果発表：　16：00（予定）

検定（講習内）：　10：00～12：00
受　　付：　8：15～9：30
ジュニアテスト １～６級実施日程

受検料（講習料金）：￥6,500 ( 税込 )

／ 検定料 1級： ／ 検定料  2級：事前講習料：￥4,000 ￥4,000 ￥3,000( 税込 ) ( 税込 ) ( 税込 )

検定会はパノラマスノーアカデミーが主催で行います。各級に適した斜面を使用し、受検される
方の技術や運動能力、斜面への対応力や理解力を正しく判定します。上手くなることの楽しさ、そし
て楽しみながら頑張る目標の目安としての検定と位置づけています。
※パノラマスノーアカデミーでは、2級の事前講習も実施し、検定バーン、検定種目の確認ができ
　ます。(任意受講)
※昨シーズンから、ジュニア1級は実践講習テスト(講習内検定)へ変更となっています。

SKI LESSON 2018-2019 キャンプ日帰りドックご案内

受検を控えている方、受検について余り良く理解してないが機会があったら受けてみ
たい方の為に、検定を熟知しているインストラクターが実際の検定を一緒に見ながら
大切なポイントをわかりやすく解説します。（無料）
※12時検定開始から終了までご覧いただけます。ご希望の方は11時50分にセンター
　ハウスまでお越し下さい。

①1月27日（日） ②2月24日（日）

プライズテスト

結果発表：　検定終了時にご案内

事前講習：　9：00～11：00
検　　定：　12：00～

受　　付：　8：15～8：45
級別テスト１級・２級

受検料（講習料金）：

※級別テスト３級～５級は常設レッスンでの講習内検定となります。
　また、検定料金は通常の講習料金に含まれています。

　　　　　  13：30～15：30
結果発表：　16：00（予定）

検定（講習内）：　10：00～12：00
受　　付：　8：15～9：30

￥6,000 ( 税込 )

級別テスト３～５級

注目！！検定見学ツアー（1級、2級）

プライズテスト級別テスト／ジュニアテスト

注目!!







29｜

SKI LESSON 2018-2019 キャンプ日帰りドックご案内

免責同意書

私は、本免責同意書に署名する前に、下記事項を熟読し、内容について理解しました。　
この免責同意書の記載事項にすべて同意したことの証として、レッスン申込用紙を記入、提出致します。
私（未成年の場合は保護者又は引率者）は、これからレッスンを受けるスキー及びスノーボードが、自然の中
で行われるスポーツであり、予測不可能な状況が起こりえること、また場合により怪我、障害及び死亡等の結
果が伴う危険なスポーツであることを認識した上で、レッスンに参加します。

①

私（未成年の場合は保護者又は引率者）は、スキー場において、他のスキーヤーやスノーボーダー等を含む
スキー場利用者に接触・衝突し、又は接触・衝突される可能性があることを認識しています。

②

私（未成年の場合は保護者又は引率者）は、スキー場において、自然又は人工の障害物に接触・衝突する可
能性があることを認識しています。

③

私（未成年の場合は保護者又は引率者）は、インストラクターが同乗しないでリフトを利用する可能性がある
ことを認識した上で、レッスンに参加します。また、リフトに乗る場合（インストラクターと同乗しない場合も含
む）には、スキー場やインストラクターから受けた注意事項を遵守し、自己又は自己が装着するスキー又はス
ノーボードの用具がリフトより落下しないよう注意します。

④

私（未成年の場合は保護者又は引率者）は、自分で用意したスキー・スノーボードの用具に関し、自分の技術・
体格に合ったレベルに応じたものを選び、安全に滑走するための適切な調整を行った上で、レッスンに参加
します。また、レッスン中においても、スキー用具を適切に装着できているか確認した上で、行動します。

⑤

私（未成年の場合は保護者又は引率者）は、レッスンを受講する際、レッスン前及びレッスン中に受けたイン
ストラクターからの指示・指導や注意に従います。

⑥

私（未成年の場合は保護者又は引率者）は、レッスンに参加するに際し、自己の健康状態を確認し、良好な状
態であると自己で認めた場合に限り、レッスンに参加します。レッスンに参加するに際して、インストラクター
から自己の健康状態について問われた際には、正直に自己の現在の健康状態について申告します。また、レ
ッスン中に健康状態が悪くなった場合には、直ちにインストラクターに申し出て、インストラクターからの指
示を仰ぎます。

⑦

私（未成年の場合は保護者又は引率者）は、スキー場の近くに怪我及び障害に適切に対処できる医療機関が
ない場合がある可能性について認識した上で、レッスンに参加します。

⑨

私（未成年の場合は保護者又は引率者）は、スキーパトロールから自己に医療的な処置が必要と判断された
場合、パノラマスノーアカデミーその他付随する組織に従事する者が、適切な医療機関への連絡や搬送手続
きを行うことを認めます。また、自己に応急的な医療的処置が必要と判断された場合、パノラマスノーアカデ
ミーその他付随する組織に従事する者が、客観的にみて必要な応急処置をとることがあることを認めます。

⑩

PANORAMA SNOW ACADEMY SKI SCHOOL

私（未成年の場合は保護者又は引率者）が、本免責同意書の記載事項を守っていなかった場合。
インストラクターが私に対して、適切な安全対策を講じているなど、インストラクターに過失が存在しない場合。
不可抗力による事故の場合。
私（未成年の場合は保護者又は引率者））がスキー場の注意事項を守らなかった場合、自己の体力・技量
からみて不適切な行動をとった等レッスン前及びレッスン中における私の行動に関して、私の過失が認
められる場合。

(1)
(2)
(3)
(4)

私（未成年の場合は保護者又は引率者）は、この同意書に署名をする時点において、成年である場合は自己
の自由意思により、未成年の場合は保護者又は引率者の意思により、レッスンを申し込んでいます。

⑫

私（未成年の場合は保護者又は引率者）は、レッスンの受講中に、怪我、障害及び死亡その他の損害を被り、
又は第三者に怪我、障害及び死亡その他の損害を生じさせた場合であっても、次の（1）から（4）のいずれか
ひとつに該当する場合、パノラマスノーアカデミーがいかなる結果についても法的責任を負わないことを認
め、同時にパノラマスノーアカデミーに対して、損害賠償等の費用請求や法的行動をとりません。

⑪

私は、酒気帯び状態でないことを確認した上でレッスンに参加します。⑧
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〒399-0211
長野県諏訪郡富士見町富士見 6666-703
富士見パノラマリゾート内
TEL：0266-62-8610　FAX：0266-75-2753
HP：http://psa-ski.com　E-mail： info@psa-ski.com
( 営業時間 )　シーズン中　    8：30～ 18：00
　　　　　　 オフシーズン    9：30～ 17：00（土・日・祝日除く）

パノラマスノーアカデミー　スキースクール

※11 月末までは営業時間は 9：30 ～ 17：00 となります。（土日祝日、狭山レッスン時を除く）
※お電話でのお申込みはできません。必ず書面での確認が必要になります。
※お預かりした個人情報は厳正に管理し、スクールからのご案内のダイレクトメールの送付、
　および、キャンプ・レッスン・検定に関するご連絡以外には使用いたしません。

全日本スキー連盟公認スキー学校

諏訪南 I・C入口

南インター入口

至原村

至
甲
府
・
東
京

至八ヶ岳

中央道諏訪南I・C

▶

JA

▼20

▼20

● 本お品書きの記事・写真・イラストの無断転載を禁じます。

スマホでアクセス

Googleマップ

お申込み・お問合わせ

富士見パノラマ
リゾート

至茅野市至茅野市

JR 富士見駅

富士見パノラマリゾート入口 中央自動車
道

アクセスマップ
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