
《事故・ケガ・保険について》
当スクールでは、入校いただきますと自動的に損保ジャパンの障害保険（最高130万円、入院1500円・通院1000円／1日）に加入することになります｡
スキー、スノーボードはとっても壮快なスポーツであると同時に、全国的に事故やケガが多いのも事実です｡一般的には初心者から上級者まで技術や速度に関係なく、滑り手本人がバランスを崩して転び、
打ち身や捻挫あるいは骨折などに至るケースがほとんどです｡当スクールでは入校者の安全には最大限の配慮をしており、事故やケガにあわれる方は、年間に1人いるかいないか程度の割合ですが、決して
ゼロではありません｡とくにスノーボードはケガの確率が高いことを認識してください。万が一入校中に事故やケガにあわれたときは、救護室への搬送、場合によっては病院へ搬送し、上記の障害保険を適
用させていただきますが、それ以上の責任は負いかねますのであらかじめご承知下さい｡

《安全確認》
スキー、ボードともショップで購入したままの状態で数シーズン放置したり、レンタルで借りたままの状態の方がほとんどです。自分で使用する用具は自分で確認し調節しなければケガにつながります。分から
ない場合はレッスン開始前にインストラクターにお尋ねください。お子さんはヘルメット着用、スノーボードではお尻や手首のプロテクターなどの装着をお勧めします。量の多少にかかわらず飲酒でのご入校は
ご遠慮ください。当スクールでは、決められたピステ以外は滑りません。レベル以上のスピードや斜面での滑降を強要しません。天候の急変時には非難や時間短縮、中止をすることがあります。また、必要に応
じて休息を入れる場合もあります。お客様の年齢、体力などスクール独自の判断で入校をお断りすることがありますのでご了承ください。

[URL] www.nass.school-info.jp　  [e-mail] nassmiyata@gmail.com
〒048-1511 北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ 483-4
・TEL /FAX.0136-58-3225

ニセコアンヌプリスキースクールは、左記各メーカー様のご支援をいただいております。Support company
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（益財）全日本スキー連盟A級公認校
SAJ： Ski association of Japan

（益社）日本プロスキー教師協会公認校
SIA： Professional ski instructors association of Japan

ISIA： International ski instructors association

国際職業スキー教師連盟会員
（ＳＩＡは日本唯一のＩＳＩＡ加盟団体です）

ニセコアンヌプリスキー・スノーボードスクール

代表  宮 田　隆 史
1951年生まれ、小樽市出身、SIA副会長、
'79、'83年インタースキー日本代表デモ、
'80、'82年世界スキー教師選手権代表に選出。
'76イタリア国家検定スキー教師取得、
'80よりミズノアドバイザリースタッフ契約、
'88年よりニセコアンヌプリスキースキー
スクールを開校。スーパーセブン、ランドローバー
などマニアックなクルマ好き。
著書に「ギンもてスキー術」東京新聞社刊など。
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スキー・スノーボードコーチングスタッフ
後藤：シニアの上級者からはどんどん指名が入る。技術はもちろんだが、幅広い世間話も好評らしい。
田村：現場を仕切って（３０）年、初級から上級の常連、シニアの常連などから幅広く信頼をいただいている。
福原：インストラクター級の常連上級者がこぞって指名する名手。年齢とともに滑りも体重も重厚さが増加。
大友：説明の引き出しの多さ、毎年滑りを微調整する能力、速さ上手さは折り紙つきで指名レッスンも多数。
堂本：専門はスノーボードだが、スキーも英会話も努力のかいあってマルチでレッスンを担当している。
神永：豊富な練習量と熱心さが実を結び、晴れてSIAスノーボードデモンストレーターに認定された実績を持つ。
苗村：経験豊富な地元のママコーチは、保育士なので教え上手で英語も可。
西川：若いのに経験豊富で上からも下からも頼られる存在。
牛丸：昨年、今野コーチと結婚するも引き続きボード、スキー、受付をマルチでこなす。
大場：夏季はNZでヘリスキーガイド・塗装職人・若いのに経験豊富な逸材。
磯田：スクール一番の長身と丁寧なレッスンと子煩悩で評判のベテラン。
安良岡：英語を中心に独語、スペイン語を話すスノーボードA級有資格者。
石本：英語が堪能な期待の若手、スキー、スノーボードの両方をこなす。
松井：親切・丁寧を絵にかいたようなベテランスキーコーチ。
野村：冬と春休み中心だが開校以来からのスタッフとして熱烈指名も多く、幅広く信頼をいただいている1人。
村田：本職は牧師ながら、留学経験を生かした語学力とボードの腕前で外人担当を中心に活躍している。
播磨：夜はすぐそばのカフェ・グローブを切り盛りするオーナー。生徒さんは皆お店をたずねることになる。
山崎：スキーとテレマークを中心にボードもOK。タイ留学の経験もある。
原田：建築関係の経営者として忙し過ぎ、教えるより自分のスキーを優先?!
鷲見：明るさと丁寧さ、すばやい対応とわかりやすい説明。ファンが多数の受付嬢です。
倉岡：ヒマラヤでのトレッキングとSIAイントラ試験を笑顔でパス。
庵：結構怖そうに見られるけど、実は親切丁寧な熱いレッスン。
朱田：日中はイントラ、夜は奥さんと居酒屋経営で忙しい日々。
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※常勤・非常勤を含め、総勢30名のスタッフで皆様をお迎えいたします。
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個人情報保護／当スクールでは、お申し込み時にいただいたお客様の情報を厳重に保管し、外部へ漏らすことはいたしません。

COACHING STAFF ［コーチングスタッフ］

ご注意ください! ニセコ全山には30を超えるスクールが豪華なホームページ等を開設して募集を行っていますが、実態は1人から数人の資格も無い、公認ももらえない自称スクール、
自称インストラクター、自称ガイドが乱立していて、クレームや混乱が時々寄せられています。これらを日本の法律では何ら規制ができないため、ほぼ野放し状態です。
教える側も教わる側も同じリフト券を購入してしまえばスキー場にとって同じお客様で区別が付きづらいからですが、ニセコでは独自の規制がされています。

Please be careful ! Not being qualified instructors more than school where is more than 30 in Niseko, 100 establish the homepage that seemingly is luxurious and invite that there is not a 
law to regulate in Japan and easily founds a school even if there are not a qualification and official recognition, and to be able to do an instructor.
We of four have authorizing it, and constitute it in the Japanese staff having domestic and foreign qualifications. I am not good, but have all of you by kind careful 
hospitality as native English.

キッズからシニアまで
幅広い年齢層の皆様にご入校いただき、
楽しかった！ 上達できた！ またお世話になります！…と、
多くの方からご支持いただいております。

「モバイル版」
スマートフォンからは

こちらから→

NISEKO

SKI & SNOWBOARD
SCHOOL

ニセコアンヌプリ スキー＆スノー ボードスクール

ANNUPURI
パウダースノーを求めてアジア・オセアニアを中心に多くの外国人スキー・スノーボーダーが訪れるニセコ。無資格・未経験・ワーキ
ングの実態も知りつくした当スクールは、国内外で通用するインストラクターライセンスを持った日本人スタッフが「親切丁寧な技
術指導」をモットーに安価で適切なレッスン料金でお教えしています。

ISIA世界スキー教師連盟認定教師5名、FISIイタリア検定教師2名、SAJ全日本スキー連盟認定指導員7名、SIA日本プロスキー
教師協会認定教師13名、JSBA日本スノーボード協会認定教師2名など、ニセコ全域で外国人も含めると30を超えるであろうス
クールの8割近くは無認定・無資格・無登録スクールという驚く現実とは全く一線を画すわれわれのスクールとスタッフです。

中国語専門レッスン新設
準備中

中国語専門
アドバイザー
王 万永：
中国人第一号としてSIA会員
に合格
（健王国際代表／北大卒）

●イタリア国家検定資格1名
●国際スキー教師連盟資格7名
●全日本スキー連盟資格7名
●日本プロスキー教師協会
　資格16名
●日本スノーボード協会資格２名
　（一部重複資格取得あり）
その他１級やゴールド技術を有し
たベテランコーチングスタッフや救
急法、スキー金具取り付け認定講
習修了者が揃っております。
■一般普通救命士資格16名
■日赤救急員資格1名。

NASS
各インストラクターが
有する資格



スキー＆スノーボード・レッスンの課程と料金　SKI & SNOWBOARD LESSON FEEスクール入校のお申込み・ご予約（Booking/Inquiries）

学生教育旅行・研修などコーチ派遣
 【小、中、高生】（予約制・コーチ1名の時間と料金）
中・高校生のスキー・スノーボード研修旅行、専門学校生・大
学生のスキー・スノーボード実習は１５年以上の実績と好評を
いただいております。ベテランコーチによる楽しく・厳しく･思い
出に残るコーチングを心がけております。学生スタッフは一切
採用しておりません。

※表示価格はすべて税込です。

スキー&スノーボード技術検定（Technical examination）
SAJ公認検定、SIA公認検定、JSBA公認検定の3団体の検定を開催しております。
※各検定受験をご希望の場合は、1時間以上の個人レッスンを事前に受講ください。通常のグループレッスンでは、検定についての講習は行いません。
※各検定会は前日までに、ファクス・メールのいずれかでご予約ください。全ての受験生はヘルメットの着用が義務となります。

■ SIA公認技術検定（インターナショナル･テスト）
※検定でご使用のリフト券は各自でご用意ください。

12月10日～5月8日（スキー＆スノーボード）
原則シーズン中は毎日開催。15：45より1時間個人事前
講習を受講いただいてから16:45より検定となります。
※日中の検定をご希望の場合はご相談ください。

■ JSBA公認技術検定（バッジテスト）
※検定でご使用のリフト券は各自でご用意ください。

〈検定日〉
① 2月23日（土）  ②3月23日（土）

■ SAJ公認技術検定（バッジテスト）
※検定でご使用のリフト券は各自でご用意ください。

〈級別検定日〉（スキーのみ）
① 1月6日（日） ② 2月10日（日） ③ 3月10日（日）
※Jr検定はありません

※SAJ公認検定は、受験者多数の場合、講習および検定時
間が変更になることもありますのでご確認ください｡
※SAJ公認検定のバッヂテスト1級合格者はSAJ登録料
が別途必要になります。（一般￥3，500）
※Jr検定はありません

スクールの受付・お問い合わせは、スクールカウンター、電話、メールにてお受けいたします。なお、特別・特殊なレッスンをご希望
の場合は、個人レッスンとしてご相談ください。★技術のステップアップは、専門知識を持ったインストラクターにお任せください!

※お申込み場所･受付は、スキー場内の２ヶ所のカウンターにて
※当日受付は、一般レッスンのみが対象ですが、予約状況により早朝・夜
間を含む個人レッスン・キッズレッスン等もお受けいたします。

グループレッスンのお申込みは
当日の入校／お申込み・受付

プライベートレッスンのお申込みは
事前のご予約・お問い合わせ

ノーザンリゾート
アンヌプリホテル
宿泊の方

電話を
ご利用の方

PC、携帯等から
メールまたは
お申し込みフォーム
ご利用の方

ホテル内受付カウンター
受付時間／9:00～11:30 ・ 12:30～14:30

スタッフルーム
受付時間／8:30～17:30

メール/nassmiyata@gmail.com
ホームページ/http://nass.school-info.jp

お返事に時間をいただく場合がございます。お時間に余裕を持って
ご予約・お問い合わせください。個人レッスンのご予約が対象となります。
混雑期を予定されている場合は、お早めのご予約をお勧めいたします。

ニセコアンヌプリ
スキー場
ご来場の方

ヌックアンヌプリ内受付カウンター
受付時間／9:00～11:30 ・ 12:30～14:30

推奨宿泊リスト（Recommendation hotel and lodging） ［市外局番TEL.0136］

お問い合わせ
tel.080-6060-1951

お問い合わせ
tel.090-2053-6077

tel.0136-58-3225
（不在時はFAXまたは転送に切り替わります）

ク
ワ
ッ
ド
リ
フ
ト

ノーザン
リゾート
アンヌプリ

アンヌプリ・ゲレンデ
（slope）

ヌックアンヌプリ受付
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★レンタル用品のご要望やお持ちのスキー／スノーボードのメンテナンスについては、スクールカウンターまでお問い合わせください。

※料金にリフト代は含まれていません。 ［ The lift charges are not included in all lessons rate. ］
※必ずヘルメットをご着用ください。 ［ Please wear a helmet by all means. ］
※キッズレッスン以外の料金にはリフト券が含まれておりませんので必ず各自でご用意ください。
※受講最低年齢は一般レッスンが就学児童から、個人レッスンは3歳以上からとなります。
※障害、持病をお持ちの方、リハビリ中の方で入校をご希望の場合は事前にご相談ください。

スキー＆スノーボードスクール
ご利用時のご注意！

※ヘルメットについて
レンタルをご用意しております。
2時間：¥500、4時間：¥900
アンダーキャップ、ヘルメットも販売し
ております。お問い合わせください。Group

lessons

private
lessons

バッヂテスト 1級
検定料 ￥2，500

JSBA［スノーボード］検定費用

公認料 ￥2，500

2級
￥2，500
￥2，500

事前講習料 ￥7，500

3級
￥1，500
￥1，000

4級・5級
￥1，000
￥1，000

事前講習 検　定
10：00～12：00 13：30～

JSBA公認検定実施時間
事前講習 検　定
15：45～ 16：45～

SIA公認検定実施時間

I.T検定 ゴールド
検定料 ￥2，000

SIA検定費用

認定料
事前講習料

￥1，600

シルバー
￥2，000
￥1，400

￥8，000（個人レッスン１時間）

ブロンズ
￥2，000
￥1，100

Jr I.T検定 ゴールド
検定料 ￥1，500

SIA［ジュニア］検定費用

認定料 ￥1，400

シルバー
￥1，500
￥1，400

ブロンズ
￥1，500
￥1，400

事前講習料 ￥8，000（個人レッスン１時間）

事前講習 検　定
10：00～12：00 13：30～

SAJ公認検定実施時間

事前講習料 ￥7，500

バッヂテスト 1級
検定料 ￥3，000

SAJ検定費用

公認料 ￥3，000

2級
￥3，000
￥2，200

3級
￥2，500
￥1，800

4級
￥2，000
￥1,300

●ノーザンリゾートアンヌプリ tel.0136-58-3311
●いこいの湯宿いろは tel.0136-58-3111
●ホテル甘露の森 tel.0136-58-3121
●ニセコグランドホテル tel.0136-58-2121
●杢の抄 tel.0136-58-2323
●セゾンニセコ tel.0136-44-3380
●One Niseko tel.0136-50-2111

●ミルキーハウス tel.0136-58-2200
●ユースホステル tel.0136-58-2084
●コットンファーム tel.0136-58-2227
●トムテン tel.0136-58-3252
●JAZZ倶楽部 tel.0136-58-2288
●吟渓 tel.0136-58-2323
●舎炉夢 tel.0136-58-3190

●銀世界 tel.0136-58-2825
●P風みどり tel.0136-58-3278
●ねぐら tel.0136-58-2078
●ふきのとう tel.0136-58-2623
●YOUロッジ旅物語 tel.0136-58-3149
●ふらいぱぁん tel.0136-58-2932
●ベラリー tel.0136-58-2763

●ビスターレ･カナ tel.0136-58-3330
●サイドシックス tel.0136-58-2600
●ポム･ド･テール tel.0136-58-2543

スクール集合場所（Meeting point）

※類似するクラブや教室、ニセコスキーサービス（有ニセコファイン）さんとは関係ございません。

スキー、スノーボードとも一般レッスンの方は、
ノーザンリゾートアンヌプリと
ヌックアンヌプリの中間に立つ
スクール集合旗の前に、
レッスン開始時間の5分前までにお集まりください｡

レッスン時間（レッスン時間は固定です）
Lesson time

（START time is fixed）
レッスン料金／スキー 

Lesson fee / SKI

レッスン料金／スノーボード
Lesson fee / SNOWBOARD

半日/2時間 / Half day 2 hours
（10:00 START または 13:30 START）

（10:00 START or 13:30 START）

¥5,500

¥6,000

1日/4時間 / 4 hours a day
（10:00 START）

（10:00 START）

¥9,000

¥9,500

《早朝》レッスン時間（スタート場所はご確認ください）
 "Early morning" Lesson time

（START location Please confirm）

レッスン料金／スキー&スノーボード
Lesson fee / SKI&SNOWBOARD

1時間限定 / 1 hour limited
（8:45～9:45）

1名様 / 1 person
¥9,000

2名様 / 2 persons
¥16,000

3名様 / 3 people
¥21,000

4名様 / 4 people
¥24,000

《日中》レッスン時間（スタート場所・時間をご指定ください）
 "Daytime" Lesson time

（Please specify the start location and time）

2時間または4時間 / 2 hours or 4 hours
（9:00～16:00／開始時間をご指定ください / Please specify the start time）

レッスン料金・2時間／スキー&スノーボード
Lesson fee - 2 hours / SKI&SNOWBOARD

1名様 / 1 person
¥25,000

2名様 / 2 persons
¥33,000

3名様 / 3 people
¥39,000

4名様 / 4 people
¥43,000

レッスン料金・4時間／スキー&スノーボード
Lesson fee - 4 hours / SKI&SNOWBOARD

1名様 / 1 person
¥43,000

2名様 / 2 persons
¥52,000

3名様 / 3 people
¥59,000

4名様 / 4 people
¥64,000

《夜間》レッスン時間（スタート場所・時間をご指定ください）
"Night" Lesson time

（Please specify the start location and time）

1時間または2時間 / 1 hour or 2 hours
（15:45～20:30／開始時間をご指定ください / Please specify the start time）

レッスン料金・1時間／スキー&スノーボード
Lesson fee - 1 hour / SKI&SNOWBOARD

1名様 / 1 person
¥9,000

2名様 / 2 persons
¥16,000

3名様 / 3 people
¥21,000

4名様 / 4 people
¥24,000

レッスン料金・2時間／スキー&スノーボード
Lesson fee - 2 hours / SKI&SNOWBOARD

1名様 / 1 person
¥17,000

2名様 / 2 persons
¥26,000

3名様 / 3 people
¥33,000

4名様 / 4 people
¥38,000

レッスン時間（スタート場所・時間をご指定ください）
"Kid" Lesson time
（Please specify the start location and time）

1.5時間～4時間 / 1.5 hours or 2 or 3 or 4 hours
（9:00～16:00／開始時間をご指定ください / （Please specify the start time）

レッスン料金／1.5時間（スキー） Lesson fee / 1.5 hours（SKI） 1名様 / 1 person　¥19,000 2名様 / 2 persons　¥27,000

レッスン料金／2時間（スキー） Lesson fee / 2 hours（SKI） 1名様 / 1 person　¥23,000 2名様 / 2 persons　¥31,000

レッスン料金／3時間（スキー） Lesson fee / 3 hours（SKI） 1名様 / 1 person　¥32,000 2名様 / 2 persons　¥41,000

レッスン料金／4時間（スキー） Lesson fee / 4 hours（SKI） 1名様 / 1 person　¥39,000 2名様 / 2 persons　¥48,000

レッスン時間（スタート場所・時間をご指定ください）
"Senior" Lesson time
（Please specify the start location and time）

1.5時間～4時間 / 1.5 hours or 2 or 3 or 4 hours
（9:00～16:00／開始時間をご指定ください / Please specify the start time）

レッスン料金／1.5時間  Lesson fee / 1.5 hours （経験不問） 1名様 / 1 person　¥17,000 2名様 / 2 persons　¥25,000

レッスン料金／2時間  Lesson fee / 2 hours （経験不問） 1名様 / 1 person　¥21,000 2名様 / 2 persons　¥29,000

レッスン料金／3時間  Lesson fee / 3 hours （経験不問） 1名様 / 1 person　¥30,000 2名様 / 2 persons　¥39,000

レッスン料金／4時間  Lesson fee / 4 hours （経験不問） 1名様 / 1 person　¥37,000 2名様 / 2 persons　¥46,000

一般グループレッスン
Group lessons
1クラス５～８名／START時間限定／
英語対応不可／小学生以上の方対象
※当日のお申し込みのみ（予約はできません）
※小学生以上の方で１クラス５～８名程度、滑っていただき
同程度の技術レベルにクラス分けいたします。年齢構成
には配慮しますが、技術が優先となります。

●レッスン開始5分前にノーザンリゾートアンヌプリ下スク
ール集合旗の前へお集まりください。

プライベートレッスン
private lessons
1名様～4名様／英語対応可
※ご利用の方のペース、ご希望のスタート場所･時間でお
申し込みいただけます。２回目以降はご希望ならコー
チを指定できます。（早朝プライベートレッスンを除く）

※ご家族でご入校の場合、経験の少ない方が中心の
レッスンとなります。7才以上が対象。

シニア・プライベートレッスン
Senior private lessons
1名様～2名様／英語対応可／
1コーチ2名様まで／50歳以上の方対象
※コーチ指定（都合により出来ない場合あり）、
開始時間（早朝は除く）、待合せ場所の指定
ができます。※３名様以上の場合はお一人様
につき6,000円プラスとなります。

キッズ・プライベートレッスン
Kid private lessons
1名様～2名様／英語対応可／スキーのみ／
1コーチ2名様まで／3歳～6歳まで対象
※３歳児は体力差、自立差がありますのでご入校できな
い場合もあります。ご了承ください。ヘルメットは必ず
着用してください。（レッスン用無料貸出あり）

※1クラス1～2名以内、おやつ、リフトorキッズランドの料
金が含まれます。5分前に集合場所へ送迎ください。

《夜間》 コーチ派遣料金
（コーチ1名）

1時間
¥9,720

2時間
¥16,200

2.5時間
¥19,440

3時間
¥24,840

4時間
¥29,160

5時間
¥32,400

1時間
¥16,800

2時間
¥27,200

《日中》 コーチ派遣料金
（コーチ1名）


