
午前　8:30 ～ 9:50 
午後 11:30～13:20

場所：ゴンドラリフト終点駅 うさぎ平テラス内

受付時間

午前 10:00～12:00
午後 13:30～15:30

講習時間

受付時間 講習時間

名木山本校
なきやま

雪の状況によりシーズン初旬・4月以降に兎平校を開校いたします。
詳しくはWEBでご確認下さい。

午前　9:00 ～ 9:50
午後 11:30～12:50

午前 10:00～12:00
午後 13:00～15:00

白馬八方尾根
スキー・スノーボードスクール
〒399-9301　長野県北安曇郡白馬村八方3901
TEL : 0261-72-2126 ( 8：30～16：30 )
E-Mail : info@happo-ski.info

1 or 2
people

3 or 4
people

2 hours lesson

4 hours lesson

2 hours lesson

4 hours lesson

38,500 yen HAKUBA  
HAPPO ONE

26,950 yen

38,500 yen

30,800 yen

44,000 yen

The more people in a lesson, the more the price 
per person is discounted. However the lesson 
might be compromised due to the number of 
people.One-to-one lesson is recommended for 
a child under 5 years old.

The more people in a lesson, the more the price 
per person is discounted. However the lesson 
might be compromised due to the number of 
people.One-to-one lesson is recommended for 
a child under 5 years old.

To book a lesson, please visit our website.

https://www.happo-ski.com

https://www.happo-ski.com

Contact

More details Email:info@happo-ski.info 兎平校

兎平校

名木山本校

うさぎだいら

Ｐ第３

Ｐ第6
名木山ゲレンデ
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当校は白馬村気候非常事態宣言に同意し、
持続可能な開発に努めてまいります。

白馬八方尾根スキー場

当校では、新型コロナウイルス感染防止を目的とした対策を行っており
ます。ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
The Novel Coronavirus (COVID-19) Measures to prevent infection ※降雪状況や天候により開講出来ない場合があります。

( Tax included )( Tax included )

フェイスマスク着用 マスク着用 感染防止フィルム
設置

キャッシュレス
推奨

手洗いを実施定期的な換気ソーシャルディスタンス 手指消毒 検温実施

コイントレイ
使用

TEL:   81-261-72-2126

Ｐ八方尾根入口 八方

HAKUBA H
APPOONE

 SKI SCHO
OL

八方パラグライダースクール

ブルースカイ八方尾根パラグライダースクール

スカイブルー

HAKUBA H
APPOONE

 SKI SCHO
OL

ブルースカイ八方尾根パラグライダースクール
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名木山ゲレンデ

名木山本校

※新型コロナウィルス感染拡大状況を鑑み、レッスンやイベントを中止させて
　いただく場合がございます。

皆様に
お願い

・受付時にマスクの着用をお願いします。
・受講（レッスン）時にマスクの着用をお願いします。
・37.5℃以上の発熱が見られる場合は、レッスンの受講を
　お断りさせていただきます。

なきやま
スノーランド

HAKUBA  
HAPPO ONE
SKI & SNOWBOARD SCHOOL

2021-22

白馬八方尾根
スキー＆スノーボード

スクール

WEB予約で500円割引!!

個人、ご夫婦、ファミリー、友人グループ等に
インストラクターが専属担当いたします!!

今シーズンおすすめ!!

SAJ令和4承認第00034号

SAJ令和4承認第00035号

プライベートレッスン

キッズスキーレッスン

スキー・スノーボード・キッズ

前日10：00までにご予約下さい。ＷＥＢ

We offer private lessons for English speaking guests. 
By tailoring a lesson to individuals, we ensure the best 
quality lesson regardless of their skill level or age, from 
beginner to expert and from young children to seniors. 
Safety is No.1 priority for us.

We offer private lessons for English speaking guests. 
By tailoring a lesson to individuals, we ensure the best 
quality lesson regardless of their skill level or age, from 
beginner to expert and from young children to seniors. 
Safety is No.1 priority for us.

Pricing

Please note

Booking

SKI
SNOW 
BOARD

private lessons
ENGLISH LESSONENGLISH LESSON

レンタル



スキースクールスキースクール キッズスキースクールキッズスキースクール
まったく初めてのお子様から上手に滑れるお子様まで。

◇ 1日（4時間）￥6,600   ◇ 半日（2時間）￥5,500

□ 初心／初めてスキーを体験される方
□ 初級／ハの字で緩斜面をリフトを使って滑れる方
□ 中級／ハの字と平行の形を組み合せてゲレンデを滑れる方
□ 上級／中急斜面をパラレルターンで滑れる方（SAJ２級程度）
午前の部／10：00～12：00・午後の部／13：30～15：30

ク ラ ス

講習時間
受 講 料

受付時間 8：30～9：20 9：30～講習時間
※開催日・プログラム内容等はWEB上で随時公開いたします。

コブ
コブ小回り 
小回り
一般ポール
キッズポール

バッジ 1.5日
プライズ ２日￥  8,800

￥  8,800

￥13,200
￥19,800

※バッジ・プライズスペシャル受講の方には、事前講習修了証の発行が可能です。

インストラクターがオリジナリティー
あふれるレッスンを企画します。　　

◇ 1日（4時間）￥6,600   ◇ 半日（2時間）￥5,500

□ 初心／初めてスノーボードを体験される方 （10歳以上）
□ 初級／横滑り（サイドスリップ）が出来る方
　　　　 ※ボードを装着してリフトに乗ったことがある方

午前の部／10：00～12：00・午後の部／13：30～15：30

ク ラ ス

講習時間
受 講 料

レベルアップの瞬間に得られる喜びを確実なものに。

コブ・ポールにチャレンジしたい、
苦手克服や検定対策にもおすすめ!!

初めての方、まだターンが出来ない方のレッスン。

※定員になり次第お断りさせて頂く場合がございます。
※レッスン時は安全の為ヘルメットの着用をお願いします。
※アレルギーをお持ちのお子様は受付時にお申し出ください。

受講対象年齢　4 歳～小学 6年生（S６班は中学生可）
ク ラ ス

ク ラ ス 分 け

1～6班…◇ 1日（4時間）￥8,200   ◇ 半日（2時間）￥6,600
S6班…◇ 1日（4時間）￥9,500   ◇ 半日（2時間）￥7,500

◇ レベルにより１～S６班に班分け
午前の部／10：00～12：00
午後の部／13：30～15：30

講習時間

受 講 料

＊学年別で競技。参加賞、賞品も多数ご用意しております!! 
   当校WEB「キッズ技術選」よりお申し込みください。

第5回キッズスキー技術選● 2022/3/20（日）
キッズスキー技術選キャンプ

★ジュニア検定スペシャル

★キッズプライベート
   レンタルセット!!

● 2022/3/19（土）

常設レッスン（予約推奨）　

スペシャルレッスン

キッズグループレッスン（予約推奨） グループクラスレッスン

◆ 上級者・ターンが出来る方はプライベートレッスンにお申し込みください。
◆ 小学生のお子様はプライベートレッスンをお勧めいたします。

スキー大好き!

 １人で
リフトに
乗れない

 １人で
リフトに
乗れる

１班…はじめてスキーを体験する （全く初めて）
２班…まっすぐ滑れるが止まれない （初めてではない）
３班…まっすぐ滑って止まることが出来る （曲がる練習）
４班…ハの字で緩斜面を滑ることができる （初級コース）
５班…中斜面をパラレルで滑ることが出来る （中級コース）
６班…急斜面をパラレルで滑ることが出来る （上級コース）
S６班…ジュニア検定１級以上 （中学生の受講も可能です）

※クラスを迷われた際は１つ下のレベルをお選びください。

※４班～S６班…各自リフト券のご用意をお願いします

※定員になり次第お断りさせて頂く場合がございます。

※デモンストレーターをご指名の場合は料金が異なります。※外国語の場合は料金が異なります。

お客様のご希望時間　ご予約時にお伝え下さい。

4名～5名  ￥34,100 ￥28,600 

指名なし

2名～3名  
1名 

2時間 4時間
￥20,900 ￥15,400 
￥28,600 ￥20,900 

指名なし

2名～5名  
1名 

2時間 4時間
￥24,200 ￥17,600  
￥26,400  ￥18,700 

指導員をご指名いただけます。 （¥1,100追加）ご予約時にご指名ください。

講習時間

指名する

受 講 料

受 講 料

プライベートレッスン

※WEBにて開催日をご確認ください。

※WEBにて開催日をご確認ください。

※WEBにて開催日をご確認ください。

※ファミリー受講もOK! 詳細はWEBにてご確認ください。

・1級・2級は検定日が設定されております。
・1級受検者は、2級合格証と当該年度の事前講習修了証が必要となります。
・3級～5級は講習内検定、常設orプライベートレッスンにてお申込みください

SAJスキー級別テスト
午前検定／8：30～9：20　午後検定／8：30～11：401級・２級 受付時間
午前検定／  9：30　午後検定／12：301級・２級 開始時間

SAJジュニアスキー級別テスト
：12歳以下（小学生以下）

◆講習内検定となります。キッズorプライベートレッスンにてお申込みください。
※検定員が不在の場合はお断りする場合がございます。その際はご了承ください。

受検資格

 SAJ スノーボード級別テスト

・1級は検定日が設定されております。
・1級受検者は、2級合格証と当該年度の事前講習修了証が必要となります。
・2級～5級は検定会開催日または講習内で受検することができます。

受付時間 8：30～9：20 開始時間 事前/9：30～ 検定会/13:00～

「SAJスキープライズテスト」「八方の達人・名人検定」はWEBをご覧ください。スキー

個人、ご夫婦、ファミリー、友人グループなどに、インストラクターが
専属担当する個人レッスンです。レッスン内容や開始時間などお客様の
目的やペースに合わせて行う事が出来ます。少人数単位でお申込みされ
ることで密を避け、安心して受講する出来ます。ご希望に合わせたイン
ストラクターの担当も可能です。ぜひお試しください!!

・ご希望受講日の1ヶ月前から承っております。
・ご希望受講日の前日10：00までにご予約ください。

WEB
予約

当校はWEB予約を推奨しております

www.happo-ski.com

お問合せ

初日レッスン開始時間15分前までに受付カウンターにお越しください。

検索白馬八方尾根スキースクール

TEL : 0261-72-2126( 8:30～16:30 )
E-Mail : info@happo-ski.info

※すべての受講料にリフト券・昼食代等は含まれておりません。

…SAJ公認バッジをゲットしよう!!

………スキー用具のレンタルがセットになった
　　　お手軽で安心のプライベートレッスンです!!

予約制

予約制

予約制

予約制

※安全性を考慮し、指導員1名につき
　受講者5名様までのレッスンをお勧
　めいたします。受講者が6名様以上
　になる場合はご相談ください。
キッズ

ボード

・レンタルセットもございます。
・3歳以下のお子様は安全性を考慮し、 
  指導員1名に対し受講者を2名まで
  とさせていただきます。
…小学生以上対象
※小学生のお子様はレベルにより
　1～３名までの対応となります。

※他の希望講習時間がございましたら
　お問い合わせ下さい。

スノーボードスクールスノーボードスクール

WEB予約・事前決済していただくことで、受付時の混雑や密を避け、
スムーズにレッスンを受講していただけます。

スキーを楽しみ
ながら八方尾根
の魅力をガイド

してほしい。

兄弟で一緒に
レッスンしたいな。
やさしい先生が

いいな。

家族一緒に
滑りたいけれど、
久しぶりのスキー

で不安だな。

雪の状態がいい
早めにスタート
して午後は

のんびりしたい。

キッズ ご夫婦ご夫婦
例えば 例えば 例えば 例えば

ご希望の内容で ペースに合わせて お好きな目的でお好きな時間で

スノーボード

スキー・キッズスキー

★スキーを初めて体験されるお子様限定!!　半日¥3,300

Ski KIDS

おすすめ

WEB予約で
500円割引!!

※前日10：00までにご予約下さい。

おすすめ

シニア世代シニア世代

SNOW 
BOARD

キッズスキースクールおすすめレッスン Jr１級

Jr2級

● 毎月第3日曜日は「スキーこどもの日」講習料半額
キッズグループレッスン

第4回キッズスキー技術選

EVENT

ファミリーファミリー

基礎を学びたい、足を揃えたいなど!! 経験が少なく不安な方に!!

コブ
小回り

ポール

検 定

個人スペシャル ※詳細はWEBで公開


