神奈川県スキー連盟/ S A K

2016/スノーワールド ｲﾝ 北海道
キロロ・札幌国際・朝里川・札幌

最終のご案内【旅のしおり】

Ｂｺｰｽ ５日間
2016 年 12 月 1４日(水）～12 月 18 日（日）

＜主催・主管＞

(公財） 神奈川県スキー連盟
TEL: 045-311-8907

＜旅行企画・実施＞
担当：田中 葉子 ・阿部 達夫
TEL: 03-5950-0631

日次

1

2

3

4

5

月日
（曜日）

ご

日

程（Ｂ・５日間コース）

羽田空港発 JL529(19:30 発）✈千歳空港（21:05 着）==== 札幌・ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 22:45 頃着
12/14 JL 第１ﾀｰﾐﾅﾙ 2F 北ｳｲﾝｸﾞ時計台 3 番「SAK 北海道」ｽﾃｯｶｰ前 18:40pm 集合
千歳空港 JL 出口でﾊﾞｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ「SAK 北海道」ｽﾃｯｶｰにて待ち受けます。
（水）
ﾎﾃﾙﾌﾛﾝﾄ傍 SAK 専用ﾃﾞｽｸにてﾙｰﾑｶｰﾄﾞｷｰ受取り下さい・宅配便/ﾌﾛﾝﾄｽﾍﾟｰｽにﾊﾞｯｸ・ｽｷｰを区
分して並べて置きます。
06:00 朝食・1F ﾚｽﾄﾗﾝ｢ﾊﾌﾟﾘ｣ﾊﾞｯﾌｪｽﾀｲﾙ /ﾊﾞｽは 07:30 配車・自由席です。
07:45 ﾊﾞｽ 2 台・キロロへ出発/ｽｷｰﾌﾞｰﾂ持参 09:15 頃着/ｾﾝﾀｰﾊｳｽ靴履き替え荷物各自保管
12/15
09:50～12:00 ｹﾞﾚﾝﾃﾞ集合Ａｺｰｽ合流
3 養成講習・4 ｽｸｰﾙ・6 ﾎﾟｰﾙ講習
（木） 13:00～15:00 各講習
15:30 ﾊﾞｽ 3 台・札幌ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙへ 17:00 頃着（A ｺｰｽと合流）
自由行動

06:00 朝食 1F ﾚｽﾄﾗﾝ「ﾊﾌﾟﾘ」ﾊﾞｯﾌｪｽﾀｲﾙ /ﾊﾞｽは 07:30 配車・自由席です。
07:45 ﾊﾞｽ 4 台・札幌国際へ出発/ｽｷｰﾌﾞｰﾂ持参 09:15 頃着/ｾﾝﾀｰﾊｳｽ靴履き替え荷物各自保管
09:50～12:00 ｹﾞﾚﾝﾃﾞ集合/ｾﾝﾀｰﾊｳｽ出て「ﾒﾙﾍﾝの鐘」公式行事/開会式・各講習
12/16 13:00～15:00 公式行事・各講習
（金） 15:30 ﾊﾞｽ 4 台・札幌ﾌﾟﾘﾝｽへ移動 17:00 頃着
18：30 ﾎﾃﾙﾛﾋﾞｰ集合 ＊役員が誘導致します。
19:00～21:00 懇親会/三川屋会館本館３F・ﾎﾃﾙより徒歩 10 分

ご宿泊・食事

札幌
プリンスホテル
昼× 夕×

札幌
プリンスホテル
朝○ 昼× 夕×

札幌
プリンスホテル
朝○ 昼× 夕×

06:00 朝食 1F ﾚｽﾄﾗﾝ「ﾊﾌﾟﾘ」ﾊﾞｯﾌｪｽﾀｲﾙ/朝里ｸﾗｯｾ宿泊者：荷物ﾊﾞｯｸをﾄﾗｯｸに積んで下さい。
札幌
プリンスホテル
07:45 ﾊﾞｽ 4 台・キロロへ出発/ｽｷｰﾌﾞｰﾂ持参 09:15 頃着/ｾﾝﾀｰﾊｳｽ靴履き替え荷物各自保管
12/17 09:50～12:00 ｹﾞﾚﾝﾃﾞ集合/ｾﾝﾀｰﾊｳｽ出て左側広場 公式行事・各講習
朝里クラッセ
（土） 13:00～15:00 公式行事・各講習
ホテル
15:30 ﾊﾞｽ 3 台・札幌ﾌﾟﾘﾝｽへ移動 17:00 頃着 自由行動
15:30 ﾊﾞｽ 4 号車・温泉に泊まろう・朝里ｸﾗｯｾへ移動 16:20 頃着 自由行動
朝○ 昼× 夕×

12/18
（日）

06:00 朝食 1F ﾚｽﾄﾗﾝ「ﾊﾌﾟﾘ」ﾊﾞｯﾌｪｽﾀｲﾙ/朝里ｸﾗｯｾ 06:302F ﾚｽﾄﾗﾝ「ﾌｰｼｰ」ﾊﾞｯﾌｪｽﾀｲﾙ
＜ｽｷｰ 組＞ 75 名様＋朝里 20 名様＋ﾌﾘｰ 22 名様
07:45 ﾊﾞｽ 2 台・朝里川へ出発/ｽｷｰﾌﾞｰﾂ持参 09:15 頃着/ｾﾝﾀｰﾊｳｽ靴履き替え荷物各自保管
09:50～12:00 ｹﾞﾚﾝﾃﾞ集合/県連役員より指示があります。 3 養成講習 4 ｽｸｰﾙ 6 ﾎﾟｰﾙ講習
12:30 ﾊﾞｽ 2 台・札幌ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙへ移動 14:00 頃ﾎﾃﾙ着
＊朝里ｸﾗｯｾﾎﾃﾙの方は徒歩にてﾎﾃﾙへ 朝里ｸﾗｯｾﾎﾃﾙ 14:30 発→札幌ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙへ
16:00 ﾊﾞｽ 3 台・札幌ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ発千歳空港へ（ｽｷｰ組・朝里組・ﾌﾘｰ組合流）
17:20 頃着 2F JL ｶｳﾝﾀｰ左端 No.10 へ移動
各自搭乗券を受取り荷物を預け出発ｹﾞｰﾄへお進み下さい。
羽田空港行 JL524(19:00 発）✈ 羽田空港（20:35 着）流れ解散・お疲れ様でした。
-------------------------------------------------------------------------＜早帰り組＞ 44 名様
09:00 ﾊﾞｽ 1 台・千歳空港へ移動 10:15 頃着 2F JL ｶｳﾝﾀｰ左端 No.10 へ各自移動下さい。
JTB・T/C から各自搭乗券を受取り荷物を預け出発ｹﾞｰﾄへお進み下さい。
羽田空港行 JL508(12:00 発）✈ 羽田空港（13:35 着）流れ解散・お疲れ様でした。
到着羽田空港では荷物預けた方と預けない方、通路後半で分かれます。
荷物破損時はﾀｰﾝﾃﾌﾞﾙ傍 JL ｶｳﾝﾀｰへその旨申告して下さい。

行程中の✈マークは航空機普通席利用
■ご宿泊 1：札幌ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ
■ご宿泊 2：朝里ｸﾗｯｾﾎﾃﾙ

〒060-8615 札幌市中央区南 2 条西 11 丁目 ☎011-241-1111
〒047-0157 小樽市朝里川温泉 2 丁目 676
☎0134-52-3800

朝○ 昼× 夕×

＜往路ご出発＞羽田空港ご利用のご案内
ご 出 発 日 ： B コ ー ス ５ 日 間

２０１６年１２月１４日（水）

ご

集

合

時

間

ご

集

合

場

所

１８時４０分（時間厳守）
羽田空港 国内線第１ターミナルビル２階 ３番時計台前
・「SAK 北海道」ｽﾃｯｶｰ前にて搭乗券をお渡しいたします。
★JL 他便利用・個人 E チケット控ご持参の方は通常ﾁｪｯｸｲﾝｶｳﾝﾀｰ
にてご自身でﾁｪｯｸｲﾝをお願い致します。

ご
出
発
便
日本航空（ＪＡＬ）５２９便 １９時３０分出発予定
■ご出発当日の緊急連絡先 ＪＴＢガイアレック 高田 学雄 ☎０８０－１２６３－６９８９（当日のみ対応）

羽田空港 国内線第 1 ターミナルビル 2 階（北ウイング）

通常ﾁｪｯｸｲﾝｶｳﾝﾀｰ

集合場所

＜復路ご出発＞新千歳空港ご利用のご案内
ご 帰 国 日 ： 全 コ ー ス

２０１６年１２月１８日（日）

ＪＬ５０８便利用の方 １１時１０分（時間厳守）
ＪＬ５２４便利用の方 １８時１０分（時間厳守）
新千歳空港 国内線ターミナルビル２階ＪＡＬカウンター左端
ご
集
合
場
所
★JL 他便利用・個人 E チケット控ご持参の方は通常ﾁｪｯｸｲﾝｶｳﾝﾀｰ
にてご自身でﾁｪｯｸｲﾝをお願い致します。
日本航空（ＪＡＬ）５０８便 １２時００分出発予定
ご
出
発
便
日本航空（ＪＡＬ）５２４便 １９時００分出発予定
■ご出発当日の緊急連絡先 ＪＴＢガイアレック 阿部 ☎０９０－４６０７－００１９
ご

集

合

時

間

新千歳空港 国内線ターミナルビル２階
通常ﾁｪｯｸｲﾝｶｳﾝﾀｰ
ＪＡＬ

集合場所

＜航空機機内持ち込み可能なお手荷物のサイズ＞

サ イ ズ 3 辺の合計が 115cm 以内（幅 55cm×高さ 40cm×奥行 25cm 以内）
重

量 身の回り品 1 個のほか、お手荷物 1 個とし、合計重量が 10kg を超えないものとします。

＜お預け可能な受託手荷物のサイズ・重量＞

サ イ ズ 50cm×60cm×120cm 以内 ※スキー板やサーフボードなどは多少ｵｰﾊﾞｰでもお預かり可能です。
お一人様 20kg まで無料でお預かりいたします。（個数制限はありません）
無料手荷物許容量を超える手荷物をお持ちの場合には、別途超過手数料をいただきお預かりいた

重

量 します。また、お一人様合計 100kg を超える場合は、お預かりできません。
お一人様合計 100kg までは別途超過料金をいただき、お預かりします。
（ただし、1 個あたりの重量は 32kg まで）

詳細についてはＪＡＬﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにてご確認くださいませ。
（http://www.jal.co.jp/）

＜宅配便のご案内＞ *宅配便往復利用は ｷﾛﾛに送り復路ﾌﾟﾘﾝｽ・ｸﾗｯｾから送り返す事大丈夫です。
１．〒046-0593 余市郡 赤井川村常磐 １２８-１ ｷﾛﾛ・ﾄﾘﾋﾞｭｰﾄﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵﾎﾃﾙ 気付 ☎0135-34-7111
２．〒060-8615 札幌市 中央区南 2 条西 11 丁目 札幌ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 気付
☎ 011-241-1111
発送して中１日到着まで基本３日間必要です、出発直前に依頼運送社へ進捗状況確認をお勧め致します。
氏名の前に「ＳＡＫ」又は「神奈川県スキー連盟」を明記下さい。ﾔﾏﾄ運輸 ☎ 0120-01-9625

[ ホテル情報 ]
＜札幌・プリンスホテル＞ ﾁｪｯｸｲﾝ 14:00・ﾁｪｯｸｱｳﾄ 11:00 /18 日ｽｷｰの方 16:00 まで部屋使用可・清算は朝です。
★夜遅く到着時 宅配荷物ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟはﾌﾛﾝﾄ近く隅の方へｽｷｰ・荷物分けて置いてあります。
１．ドアはｵｰﾄﾛｯｸ ｶｰﾄﾞｷｰﾀｯﾁ式・湯沸しﾎﾟｯﾄ有り・ｾｰﾌﾃｲﾎﾞｯｸｽ有り・☎部屋から部屋へ ８＋部屋番号
２．温泉浴場 2F05:00～10:00、16:00～24:00/ﾀｵﾙ有り・部屋 NO.氏名ｻｲﾝで入浴、ﾁｪｯｸｱｳﾄ時清算@\500 税込
３．朝食 06:00～1F ﾚｽﾄﾗﾝ「ハプナ」250 席 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ/ 朝食券必要です。
４．ｽｷｰﾙｰﾑ 1F 西側 となります。18 日ﾌﾘｰの方 ﾁｪｯｸｱｳﾄ後の荷物はｸﾛｰｸに預けて下さい。

＜朝里温泉・クラッセホテル＞ ﾁｪｯｸｲﾝ 15:00・ﾁｪｯｸｱｳﾄ 1０:00/18 日ﾁｪｯｸｱｳﾄ後 荷物はﾌﾛﾝﾄにて預かります。
１．ドアは北館ｵｰﾄﾛｯｸ 南館ｵｰﾄﾛｯｸ無し両館共１室 1 個ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｰ ・湯沸しﾎﾟｯﾄ有り・ｾｰﾌﾃｲﾎﾞｯｸｽ無し
２．温泉浴場 1F 05:00～09:00、1１:00～2５:00/ﾁｪｯｸｱｳﾄ後の入浴＠￥500（特別料金）
３．朝食 06:30～2F ﾚｽﾄﾗﾝ「フーシー」 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ/ 朝食券必要です。
４．ﾁｪｯｸｱｳﾄ後の着替えは ｽｷｰﾙｰﾑ内 更衣室をご利用下さい。
５．17 日朝里ｸﾗｯｾ宿泊の方は札幌ﾌﾟﾘﾝｽ 07:30 配車ﾄﾗｯｸへ荷物ﾊﾞｯｸのみを積んで下さい。ｽｷｰ場発ﾊﾞｽは 4 号車です。
６．17 日ﾁｪｯｸｲﾝは各自氏名を告げﾙｰﾑｷｰをお受け取り下さい。１８日 1４:３0 ﾊﾞｽ出発時は県連役員が１６名様
人員確認を致します。すみませんが宜しくお願い致します。

＜ツアーご案内事項＞
１．各スキー場リフトパスは 当日 県連役員の方から案内がありますのでその時購入して下さい。
２．往路・別便利用で直接ホテルへ向う方、キロロJL 出口でて左側・リゾートﾗｲﾅｰ号ｶｳﾝﾀｰへ向かって下さい。
札幌ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ JL 出口側 A-１４乗場・中央バス「都心行」乗車・最終 22:30・ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ前下車/所要約 1 時間
３．札幌プリンス各ホテル フロント傍へ「神奈川県ｽｷｰ連盟」連絡事項を記載するﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ設置致します。随時連絡
事項ご確認下さいます様お願い致します。
４．札幌プリンスﾎﾃﾙ・バス配車 最大４台となります。自由席で定員乗車次第出発、最終朝０７:４５、
スキー場１５:３０出発です。各時間厳守でお願い致します。
５．A ｺｰｽへ車椅子利用のお客様１名参加です。連日の移動バス 1 号車の最前列右側２席は常時空けて頂きます様ご協力
お願い致します。
６．15 日キロロトリビュート 08：１５配車札幌プリンスへ、17 日札幌プリンス 07：15 配車朝里クラッセへ、2 回
荷物運搬トラックあります。各回各自にて荷物・バックのみ積込お願い致します。
７．最終日１８日 朝里ｽｷｰ場行かれる方のみ ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ部屋延長利用可能です、恐縮ですがフリー行動の方１１:００am
チェックアウト・清算・カードキー返却を お願い致します。
８．復路千歳空港へバス到着しましたら ｴｽｶﾚｰﾀｰで２F へ上がり広場を横切り JL ｶｳﾝﾀｰ左端 No.10 へご集合下さい。
別便利用・個人 E-ﾁｹｯﾄｼｰﾄお持ちの方は 各時 JL ｶｳﾝﾀｰ・自動ﾁｪｯｸｲﾝ機にてﾁｪｯｸｲﾝしてｹﾞｰﾄへ進んで下さい。
★E-ﾁｹｯﾄｼｰﾄへ座席 No.記載されてる場合は そのままｼｰﾄを提示荷物を預け出発ｹﾞｰﾄへ向ってお進み下さい。
９．帰路羽田空港では 自由解散となります。荷物を預け受取る方・預けた荷物無しの方 通路後半別れます。
預けた荷物に破損が在った場合 ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ傍の JL ｶｳﾝﾀｰで申告が必要です・大半が航空会社免責ですが加入している
保険 etc で対応する場合 JL 航空会社発行の「ｸﾚｰﾑ破損証明書面」が必要となります。
10．本ツアー利用 貸切バス会社 北海道中央バス
☎ ０１１-２２１-５０００
★JI 保険加入の方 団体加入をしております。事故・携行品破損 etc ございましたら JTB 添乗員へ連絡下さい。

＜札幌プリンスホテル/バス配車・16 日懇親会/三川屋会館本館３Ｆ ルートＭＡＰ＞

★懇親会パーティー会場★
三川屋会館本館 ３Ｆ
札幌市中央区南３条西 5-17

TEL011-231-7400

バス配車場所

徒歩１０分

札幌プリンスホテル

＜ 神奈川県連

行事項目日程

＞

１．スキー指導者研修会
２．検定員クリニック

１６日・１７日
１６日・１７日

３．指導者養成講習会
①正指導員受検
②準指導員受検
③認定指導員
④養成講習会のみ

１４日・１５日・１６日・１７日・１８日 AM
１４日・１５日・１６日・１７日・１８日 AM
１６日・１７日
１４日・１５日・１６日・１７日・１８日 AM

４．スクール
①ベーシックコース
②上級者コース

１４日・１５日・１６日・１７日・１８日 AM
１４日・１５日・１６日・１７日・１８日 AM

５．ハイパー講習会

１６日・１７日

６．ポール講習会
ポール大会

１５日・１６日・１７日・１８日 AM
１６日 予定

７．バックカントリー講習会
①スキー
②スノーボード

１６日・１７日
１６日・１７日

８．懇親会・ﾊﾟｰﾃｲｰ/三川屋会館本館

６９名

１６日

19:00pm～21:00pm /ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙから徒歩約 10 分

★各ｽｷｰ場：14・15 日キロロ / 16 日札幌国際 / 17 日キロロ / 18 日 AM 朝里川
★バッチテスト申込：16 日 17：30～18：00 フロントＳＡＫデスクにて受付致します。

＜ A・B・C ｺｰｽ

参加人員

＞

A ｺｰｽ お客様 ２８名＋ 県連役員 ４名 ＋ JTB １名
小計 ３３名
B ｺｰｽ お客様 ６８名＋ 県連役員 ７名 ＋ JTB １名/千歳空港より
小計
C ｺｰｽ お客様 ４８名＋ 県連役員 ６名
小計 ５４名
総勢

１８日
１８日
１８日

JL５０８
JL 各便
JL５２４

早帰り
フリー
朝里スキー

４４名
２２名
９７名

/

１６３名

朝里クラッセ宿泊者２０名含む

７６名

MEMO

（株）ＪＴＢガイアレック
〒171-0022 豊島区南池袋 2-43-19 ＪＴＢビル 3 階
TEL：03-5960-0６３１

