HOTEL

K A IWA
収容●150名
客室●和室16室・スキーヤーズベッドルーム12室
ツインルーム（B/T付）6室
料金●平日1泊2食付¥7,800〜（税込・入湯税別途）
施設●レストラン・大広間・ラウンジ・売店
チューンナップルーム・男女別大浴場・専用駐車場

KAIWA
SKI SCHOOL

ツインルーム

海和スキースクールのご案内

ゲレンデ目の前でスキーを履いたまま誰でも楽々
移動。レーシングスキーヤーには嬉しいチューン
ナップルーム完備でスキーヤーの皆様から大好
評。初心者ゲレンデもご家族連れには人気です。
目一杯滑った後は天然温泉で身も心もリフレッ
シュ！勿論宿泊だけでも大歓迎！

レストラン

〒381-0405 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬7107-1

信州中野ICより一番近いスキー場！
都心から女性ドライバーでも
楽々お越し頂けるスキー場です！

スキースクール
Tel&Fax.0269-33-0707

ゲレンデまで
徒歩0分！

ホテルカイワ
Tel.0269-33-1515 Fax.0269-33-1300

天然温泉完備

http://www.kaiwa.co.jp

2Fロビー

KAIWA STYLE
&

our functionalism
上達のための機能（ FUNCTION）がここにある !!
ポール指導25年を越える
【海和スキースクール】
自由に使える自社宿泊施設
【ホテル KAIWA】
スクールの核となるベース基地 【スポーツファンクション】
【海和スキースクール】

さらにシーズンオフの
トレーニングに最適な
【海和グラススキー場】
も完備。
年間を通して理想的な機能が
ここにはあります。

【ホテル KAIWA】

⃝ゲレンデまでは0分スクールは目の前
⃝お子様でも安心してお泊りいただけ
ます
⃝チューンナップルーム完備
⃝天然温泉完備

和室

スキーヤーズベッドルーム

Photo：渡辺正和

チューンナップルーム

Skier：海和俊宏

大浴場

⃝毎日のポールレッスンでは、
スクール代表・海和俊宏自ら
が雪上で直接指導
⃝キッズ・ジュニア専門のコーチ
がサポート
⃝会員にご入会いただくと受講
料無料（詳細は中面へ）

スクール代表兼校長

海和 俊宏 Toshihiro Kaiwa
1955年山形県生まれ。
高校時代からナショナルチームに加わり日本のエー
ススラローマーとして活躍。78年には日本人として
初めてワールドカップの第1シードに昇格。数多く
のレースで入賞を記録する。ワールドカップの最高
位は5位。78年のガルミッシュ世界選手権では7位に
入っている。80年レークプラシッド五輪
（米）
、84年
サラエボ五輪
（旧ユーゴスラビア）
出場。84年に現役
引退。現在プロスキーヤーとして活動。現役の選手
から一般スキーヤーまで幅広く指導にあたる。

【スポーツファンクション】

⃝スクールの核となるスペース
⃝スクール受付やレッスン後のビデオ
ミーティング
⃝アルティメイトマシン完備
⃝レーシングスキーのレンタルあり

スポーツ多様化の時代、スポーツを楽しま
れる方が本当に多くなりました。健康志向
の表れでしょうか。スキーは、楽しみなが
ら日常生活では得られない平衡感覚
（バラ
ンス）を強化することができる生涯スポー
ツであると思います。
真っ白な大自然の中で風を感じながら滑
る !! 他のスポーツとは一味違う爽快感・醍
醐味、またレーシングスキーをすることで
達成感を得ます。
『競技の中に基本あり』
我々スキースクールではこの理念をもと
に、スキー上達のための環境を整え、皆さ
まのお越しを心よりお待ち申し上げており
ます。我々 KSC は
「自分の可能性にチャレ
ンジする子供達」
「厳しい世界の壁に挑む子
供達」
そして
「スポーティーライフを楽しむ
仲間達」
のためのベース基地となれるよう、
これからも目指していきます。

海和スキー
スクールの
特徴
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一般レッスンからショートポールなどを取り入れ、プルークの
段階から楽しく知らず知らずのうちに上達するようなプログラ
ムを提供できるよう心掛けています。ゲーム感覚で自然に上達
できる環境を提供致します。ポールと言っても決して恐怖心が
出るようなシチュエーションで行うことは無く、状況を把握し
ながらより楽しく上達できるプログラムです。

ポールで遊べば上手くなる！
Recreational Racing

各種
キャンプの
ご案内
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日帰りレッスンは、よませ温泉スキー場営業期間中毎日行って
おります。
※天候等の都合により開催出来ない場合や日によって練習種目が異なります
ので、あらかじめお問い合わせ頂くか、ホームページをご確認の上ご参加
ください。

日帰りポールレッスン

よませのポール専用バーンでレーシングト
レーニングを行います。1日でも半日でも
受講が可能です。

ホテルカイワへのご宿泊とレッスンがセットとなったキャンプ
形式で、スタッフはできる限り参加者の皆様とのコミュニケー
ションを提供できるよう努めながら、より楽しいスキーライフ
のご提供を心掛け運営して参ります。ミーティング等では技術
的な問題は勿論のこと、参加者の方々のスキーライフがより充
実できるよう心掛けたキャンプとなっております。

スペシャルキャンプ

初級者〜上級者

ポールトレーニングだけに固執するのではなくゲスト
を招いたトレーニングや入門トレーニングまで楽しみ
ながら上達できる様々なプログラムをご用意しており
ます。

レーシングキャンプ

日帰り
レッスンの
ご案内

料金●半日¥3,500 1日¥6,000
時間●午前9:00～／午後13:30〜
（予定）

オフ
シーズンの
ご案内
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入門〜トップレーサー

海和スキースクールではグラススキープライベートゲ
レンデを完備。レベルに合わせたトレーニングで正確
なスキー操作や滑走感覚をオフシーズンの間に養いま
す。ミーティングや陸上トレーニングも行い、スキー
上達の為にウインターシーズンへ繋げます。

Jr.サマーキャンプ

小学生〜高校生

基礎体力の向上、筋力アップを目的として、夏休みの
期間に開催致します。高い目標意識と厳しい冬を乗り
越える為の体力、精神力を養います。

レーシング初心者から少しでもタイムを縮めたい方まで幅
広く指導を行っております。雪上でのトレーニング終了後
もコンディショントレーニングからビデオミーティン
グまでジュニア選手をフォロー致します。

宿泊

¥7,800〜

※料金はすべて税込です。
※別途入湯税がかかります。
※キャンプにより料金が異
なります。
※詳しくはホームページを
ご覧ください。

午後

¥6,000〜

9:00

レストハウス・アップル前集合

9:00
～

午前レッスン

※詳しくはホームページをご覧ください。

13:30
午後レッスン
～
ミーティング
※タイムスケジュールは天候、バーン状況により変更になる
場合がございます。

http://www.kaiwa.co.jp

お問合せ

春以降の残雪を利用してスキー練習を行います。状況に
よりポールトレーニングも行い、普段以上に体力、技術、
集中力を強化することができます。

13:30 午後の集合場所はキャンプにより異なります

各キャンプのシーズンカレンダーはホームページをご覧ください

お申し込み

サマースキーキャンプ

キャンプタイムスケジュール
午前

レッスン

ホームページの専用お申し込みフォームよりお申し込みください。
申し込み書による FAX での受付も可能です。
申し込み書はホームページからダウンロードして頂くか、パソコンを
ご利用しない方はご郵送致しますのでお問合せください。

E-mail▷info@kaiwa.co.jp

お電話でのお問い合わせは▷ホテルカイワ
Tel.0269-33-1515 Fax.0269-33-1300
E-mail▷info@kaiwa.co.jp

※詳しくはホームページをご覧ください。

グラススキーキャンプ

※シーズン中はお好きな日程でご参加が可能です。

キャンプ料金表（1日）

●一般レッスン
●プライベートレッスン
●キッズレッスン
●コーチ派遣
●各種レンタル

スキーヤーにとって多くの時間がオフシーズンとなってしまいま
す。海和スキースクールでは、年間を通しスキー環境を整えるべ
く活動しています。シーズン終了後から春にかけては残雪を求
め、グリーンシーズンには海和グラススキー場や近郊の練習環境
を利用し本格的な練習を行っています。特に推奨するグラスス
キーではスキーシーズンをより充実出来ると考えております。

スキースクールの核となるレーシングメソッドのもと
「上手く」そして「速く」なりたい方のためのレーシング
トレーニングをご用意しております。

Jr.キャンプ

その他レッスン

東京都スキー連盟所属

スポーツファンクションスキークラブからのお知らせ
よませ温泉スキー場での雪上クラブキャンプを中心に、オフシーズンにもコンディ
ショントレーニングや懇親会などの活動を行っています。これから東京都公認のアル
ペン大会や技術選に出場したい方、SAJ 資格を取得したいと考えている方は、この機
会に是非ご入会ください。

お問合せ・お申込み

E-mail▷ishiyama@kaiwa.co.jp（担当・石山）

イベント等の情報はホームページをご覧ください

http://www.kaiwa.co.jp

お電話でのお問い合わせは▷スキースクール
Tel&Fax.0269-33-0707
E-mail▷info@kaiwa.co.jp

各種会員募集のご案内
シーズン会員

Let's enjoy
skiing!!

シーズン中のレッスン受講料が無
料になるおトクな会員制度です。
A 会員
（年間）
、B 会員
（スキーシー
ズン）2つの期間からご自身のス
キーライフに合ったタイプをお
選び頂けます。
※A会員、
B会員の詳しい特典、期間、
会員費は、ホームページをご覧く
ださい。

KSC Jr. Racing Club会員
ジュニアレーサーの育成・強化を
目的としたレーシングクラブで
す。小学生から高校生までのジュ
ニアを対象に、よませ温泉スキー
場を中心にトレーニング。またオ
フシーズンはグラススキー場を
完備し、年間を通じたプログラム
を進めております。より高い目標
を目指し、達成する為の環境を整
え強化を行います。
※年間、スキーシーズンの2つの期
間からお選び頂けます。
※詳しい特典、期間、会員費はホー
ムページをご覧ください。

汝自身の胸

汝の運命は
中にあり！

KSCスーパーキッズクラブ員
キッズレッスンでは物足りなく
な っ た 伸 び 盛 り の 子 供 た ち に、
ポールとフリースキーを交えた独
自のプログラムで楽しく着実にレ
ベルアップ！スキー場を縦横無尽
に駆け巡ります。

わんぱくキ
ッズ
ここに集ま
れ !!

※年末年始、冬休み、春休み、土日
祝日のレッスンです。なお事前の
ご予約が必要となります。
※詳しい特典、期間、会員費はホー
ムページをご覧ください。

詳しい特典、期間、会員費はホームページをご覧ください

http://www.kaiwa.co.jp

各キャンプのシーズンカレンダーをご希望の方は
お問合せください

