
※　Ⓟマークの乗車場所は、送迎時のみ駐車場をご利用いただけますが、留め置くことはできません。

※　道路事情により、到着時間が遅れる場合があります。予めご理解をお願いいたします。
※　積雪等の天候状況や道路状況等により、プログラム内容・予定時間を変更する場合があります。

安全にレッスンを受けていただくため、「グローブ・ゴーグル・スキー帽子」は必須となります。

その他は、あると良いもの、便利なものなどピックアップしてみました。参考にしてみてください。

※“必”は、スクールを受ける際必需品です。小物のレンタルはございませんので事前にご用意ください。

利用バス会社 2022年11月1日発効

※　各ルート上記のバス会社を予定しております。
※　バス会社名が変更になる場合は、出発日の前日までにEメールでご連絡いたします。その他の方法をご希望の方はお申し出ください。

ご案内～

※　ツアーご参加の方は、出発当日にご自宅等にて検温を実施ください。

※　37.5度以上の熱がある、咳が出る、のどが痛いなどの症状がある方はご参加をご遠慮ください。（*取消料の対象）

※　ツアーご参加の方は、必ずマスクの着用でご参加をお願いいたします。

※　バス乗降時や各施設に入る際は、手指の消毒にご協力ください。（バスの場合は、乗降口に消毒液を設置します。）

※　集合場所やバス乗車前に検温を実施する場合があります。

※　外気換気モードによるエアコンの使用を基本とし、換気機能完備の観光バスを利用します。（*場合によっては窓を開けて換気します。）

※　バス車内での食事の禁止、大声での会話はお控えください。

※　コロナ感染拡大防止により、予告なく特典イベント等が変更や中止となる場合があります。
また各施設につきましてご利用できないことが生じる場合があります。

小・中学生の日帰りスキー＆スノーボードスクール ｉｎ ウイングヒルズ白鳥リゾート

集合時間 出発時間 帰着予定ルート

12月27日(火)

あいち
Ⓟ

長 久手 アルペン長久手店 7:20

小 牧 スポーツデポ小牧店 8:00 8:10 19:10

出発日 集合場所

1月28日(土)

2022-23

Ⓟ 19:50

予定スケジュール 連絡先

四 日市 スポーツデポ四日市日永店 6:50 7:00 20:10

7:50 19:20桑 名 スポーツデポ桑名店 7:40
み え

12月28日(水)

1月29日(日)

7:30

Ⓟ

Ⓟ

当日集合時間の15分前～出発まで

食事

昼食 ○

ＴＥＬ　０８０-８６７５-１３０８

朝食 ×

10:40

11:15 トライパルツアー【緊急連絡先】

＜途中休憩の上、ヘウイングヒルズ白鳥リゾートへ＞ ウイングヒルズ白鳥リゾート

10:20 ＴＥＬ　０５７５-８６-３５１８

予定時間

途中、休憩時間を３０分を含みます。

面会式・レッスン（約３時間３０分）

昼食

レンタル合わせ・着替え

ウイングヒルズ白鳥リゾート到着

必

16:30

＜途中休憩して各地へ＞

15:30

スキー場出発　バス車内で飲み物（ジュース）をお配りします。

レッスン終了　着替え　お土産タイム

スキー検定料・認定料（封筒に入れて）
　※　検定・認定を希望者の方のみ必要

保険証のコピー（封筒に入れて）

必
スキーセット（板･ブーツ･ストック）

　※　レンタルお申込みの場合は不要です。

アンダーシャツ（長袖Ｔシャツなど） おこづかい（必要最小限の額） 車内用の小さいカバン

必 ゴーグル タオル 時計・ハンカチ・ティッシュ

スキー備品（ネックウォーマーなど）
レンタル料金（封筒に入れて）
　※　レンタルをお申込みの方のみ必要

必 マスク

必
ウエア（着脱の練習をしておいてください）

　※　レンタルお申込みの場合は不要です。
スキータイツや厚手のスパッツ

持ち物チェックリスト　

替えの靴下

12:00

必 グローブ トレーナーやジャージ（寒い時） 薬（酔いどめ・常備薬など）   ※必要に応じて

必 スキー（毛糸）帽子またはヘルメット 軽めの着替え 水筒（ペットボトル可）

名阪近鉄バス株式会社 名阪近鉄バス株式会社

あいち① みえ①





 保護者の皆様へ ～ご案内～  

 

このたびは、スキースクールバスプランに、お申込みいただき誠にありがとうございます。 

ご参加に際しまして、お願いとご注意を以下に記載しておりますので、ご旅行条件書とともに必ずご確認ください。 

 

ご案内書類が届きましたら・・・ 

プロフィール用紙(兼同意書)のＦＡＸ もしくは、郵送での返送をお願いいたします。 

◎ご旅行案内書類の「プロフィール用紙(兼同意書)」に必要事項を記入と押印の上、ＦＡＸもしくは郵送でご返送

をお願いいたします。この用紙はトライパルキッズＨＰ「https://www.sanq-tripal.com/secure/kids/index.html」

からもご覧いただけます。このプロフィール用紙をもとにレッスンのグループ分けを行うほか、お子様が安全且

つ安心してご参加いただくための資料として使用させていただきますので、必ずご出発日の８日前までに到着す

るようご返送をお願いいたします。なお、返送にかかる通信費や郵送代等は、お客様でご負担ください。 

◎ツアー内容について、ご不明な点やお子様の生活面で心配のある方は、当センターまでご連絡ください。 

 

催行中止の判断について 

◎参加者人数が最少催行人数に満たない場合は、ツアー催行中止(ツアーキャンセル)となります。ツアー催行中止

と判断した場合は、代表者様へツアー催行中止のご連絡をいたします。（出発の 5 日前までに催行判断）なお、雪

不足など積雪状況による催行判断は、出発日前日までとなります。催行状況はトライパルキッズのホームページ

で更新しております。ツアー催行中止の場合、ご入金済みの旅行代金は、お客様の指定銀行口座へ振込みによる

返金となります。但し、返送していただいたプロフィール用紙の郵送代や通信費等の返金は一切できませんので、

予めご了承ください。 
 

出発当日は・・・ 

◎集合場所へは、予めお手洗いをすませてからお越しください。 

◎お車で送迎される場合は、Ｐマーク(当社契約駐車場)以外の集合場所へは、付近の有料駐車場などをご利用いた

だきますようお願い致します。路上駐車された場合のトラブルに関しては責任を負いかねますので、ご了承くだ

さい。 

◎バスが到着後、スタッフに受付手続きを行ってください。経由地はスタッフが待機していない場合があります。 

受付の際、「旅行参加券(会員券)、または行程表、または振込用紙の受領書」「保険証のコピー」、「レンタル料金」

（レンタルをお申込みの方）、「検定認定料」（検定認定をお申込みの方）をお持ちください。 

◎受付後、最終の人数確認までは大人の方の付き添いをお願いしております。お子様だけで集合場所へ来られるこ

とのないようにお願いいたします。お帰りの際も大人の方のお迎えをお願いいたします。 

◎使用するバスは通常の観光バスとなります。お手洗い、毛布などの備え付けはございません。バスの座席は当日

ご案内いたします。 

◎バス移動中のトイレ休憩は、約１時間３０分～２時間を目安に休憩します。 

◎交通状況によりバスの到着が遅れる場合があります。当日の天候、運行状況などによりプログラム・予定時間を

変更する場合があります。それに伴う払い戻し等は、一切ございませんので、予めご了承ください。 

 

お帰りは・・・ 

◎トライパルキッズのブログにて到着予定時間を更新しております。 

ＵＲＬ：http://blog.livedoor.jp/tripal/ 

※「トライパルキッズ」で検索。各自通信料がかかりますのでご注意ください。 

またお申込み代表者の保護者の方へは、到着の約 1 時間～30 分ほど前にお迎えのお電話(カエルコール)をさせて

いただきます。(※プロフィール用紙の携帯電話へのご連絡となります。変更がある場合はプロフィール用紙にご

記入ください。同行者の方へはご連絡はいたしませんので、代表者様の保護者の方よりご連絡をお願いいたしま

す。）お迎えについては、時間の余裕をもってお越しください。 

  

https://www.sanq-tripal.com/secure/kids/index.html
http://blog.livedoor.jp/tripal/


服装・持ち物 

・毎年お忘れ物や入れ間違いがあります。持ち物にはすべて名前を書いてください。 

・ツアーの参加中は、必ずマスクの着用でご参加をお願いいたします。 
 
バス用の小さめのカバン…着替え等を入れた大きい荷物はトランクに入れます。貴重品・おやつ・水筒・ハンカチ・

ティッシュなどが入るくらいの小さめのカバンがあると休憩時の移動に便利です。 
 
お薬 …基本的に誤飲を防ぐためお子様自身で管理していただきます。必要な方はスタッフが声かけをしますので、袋

に記していただき、プロフィール用紙にもご記入ください。また、他のお子様に絶対に飲ませないよう事前
にご指導ください。 

 
保険証のコピー… 万が一、急な病気や怪我をされた場合に、保護者の方へ連絡し、必要な場合は現地の病院へお連

れするなど対応いたします。受付時にお預かりしますので、封筒に入れて記名してお持
ちください。病院にかかった場合の治療費は当社が一旦立替等の対応を致しますが、お
客様のご負担となります。保険証がお手元にない方はプロフィール用紙にご記入くださ
い。 

 
レンタル代金…受付時（または車内）でスタッフが回収しますので、 

封筒に入れて「氏名、金額、レンタルするもの」を記入してお持ちください。 
 
スキー検定の認定料 …受付時（またはバス車内）でお預かりします。合格した場合はお子様と相談しメダルの受け渡

しをします。お預かりした金額に差額がある場合は差額を、不合格の場合はお預かりし
た金額そのままお返しします。レンタル料金とは別に封筒に入れて「氏名、金額」を記
入してお持ちください。 

 
おこづかい…レッスン後にスキー場売店でお土産を買う時間を設けます。お買い物は自由です。（必要最小限の額で） 
 
持ってきてはいけない物…ゲーム、音楽を聴くもの、デジタルカメラなど高価な物。破損、紛失された場合の責任は
負いかねます。 
 

当日の服装…車内では脱ぎ着ができる服装が良いです（ウエア可）。靴は冬用の靴があると良いですが、運動靴・長靴

でも良いです。 

 

ウェアトップの下…肌着＋アンダーシャツと天候が悪い時はさらにトレーナーやフリースなどを着ると良いです。 
 
ウェアパンツの下…スキー専用のタイツ又は厚手のタイツ（スパッツ）など。大きめのほうが動きやすいです。 

 

トライパルキッズのホームページ ツアー紹介、インターネット予約、催行状況の更新など 

→ トライパルキッズ で検索( https://www.sanq-tripal.com/secure/kids/index.html ) 

 

トライパルキッズのブログ お帰りの到着予定時間の更新など ※各自通信料がかかりますのでご注意ください。 

http://blog.livedoor.jp/tripal/     右記ＱＲコードからも読み取りいただけます。→ 

国内旅行傷害保険について 

当ツアーでは、募集型企画旅行約款の特別補償規程で定める補償金及び見舞金とは別に、お客様へのサービスとして

定額の国内旅行傷害保険に加入しております。万が一、ご旅行中に怪我をされた方は、事故後 1 週間以内にご連絡く

ださい。 

入院の場合 入院一日につき、2,100 円（但し、事故の日から、180 日が限度） 

通院の場合 通院一日につき、1,400 円（但し、事故の日から、180 日以内で 90 日が限度） 

  （治療実費は除きます）ご自身の傷害のみで、その他の損害賠償補償はございません。 

●医師の治療が終了した時点で、保険金請求書類などの必要書類を保険会社に提出していただきお支払いとなりま

す。※現地の病院での治療については健康保険証の掲示が必要です。当日は健康保険証のコピーを必ずご持参くだ

さい。 

●この保険の適用は、集合の時点から解散までが適用となります。その他危険な運動等による傷害については適用さ

れません。 

●さらに安心してご参加いただくために、お客様自身で別途国内旅行傷害保険の加入をおすすめいたします。 

https://www.sanq-tripal.com/secure/kids/index.html
http://blog.livedoor.jp/tripal/
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アルペン長久手店
愛知県 長久手市 東狭間1002

(名古屋IC東1.5ｋｍ、グリーンロード沿い)

アオキスーパー

アピタ

集合場所

Ｐ

至 名古屋

杁ヶ池公園駅

店舗外の歩道で
お待ちください

アルペン
長久手店

マイカー入口

ペッ
ト

自転
車

送迎時の駐車は、店舗前の駐車場をご利用ください。
(第２駐車場はご利用しないでください。)

第1

Ｐ

ａｕ

国
道
１
号
線

ＧＳ

アクトス

スポーツデ
ポ

桑名店

Ｐ

Ｐ

ＰＰ

集合場所

出発時(送り)の駐車は、下記店舗の出入り口付近の

駐車場をご利用ください。立体駐車場は利用しないで

マイカー入口

太

一
丸

至 長島町

スポーツデポ桑名店
三重県 桑名市 大字桑名太一丸687-1

(桑名駅より国道1号線を北に1km、バロー桑名東店内)

スポーツデポ小牧店
愛知県 小牧市 堀の内5丁目146

(国道41号線沿い、小牧IC南へ1km、元町2丁目交差点角)

国道155号線

アピタ

楠JCT

名
古
屋
高
速
小
牧
線

ラーメン
Ｐ

ゴルフ5
スポーツデポ

小牧

集合場所

お帰り(迎え)時の駐車は、立体駐車場をご利用ください。
お帰りのバス駐車地は店舗･搬入口を予定しております。

マックス
バリュー

帰着時のバス停車地
商品・搬入口

コーナン

スポーツデポ四日市日永店
三重県 四日市市 日永1丁目1番6号

(国道1号線沿い、四日市南警察署南側、中央緑地公園向かいすぐ)

スポーツデポ
四日市日永店

眼鏡市場

日産
びっくり
ドンキー

餃子
王将

ユニクロ

国道１線 東海道

Ｐ

四日市市中央緑地陸上競技

場

中央緑地口

集合場所

Ｐ

Ｐ

焼肉

セブン
イレブン

ココ
イチ



日

- - - -

■スキースクール■当てはまる内容に○を付けてください。 ■ボードスクール■当てはまる内容に○を付けてください。

スキー＆スノーボード共通
■過去の滑走日数 ■ウイングヒルズのスクール参加歴

■取得ライセンス

◆ご参加日の８日前（必着）までに、FAX・メール、または同封の返信用封筒にてご返送ください。

プロフィール用紙（兼 親権者同意書）
ツアー名 参加日 予約番号（数字7ケタ）

小・中学生の日帰りスキー＆スノーボード
スクールｉｎウイングヒルズ白鳥リゾート 月

ふりがな 性別 学年 年齢 生年月日

日
自宅電話 携帯電話 （　　　　　　　携帯）  住所　〒

アレルギーや喘息等の
持病や飲薬はありますか？

（例：喘息で薬（朝・夕）あり、数年発作なし、自己管理できる）

食事に関しての
注意事項はありますか？

（例：じゃがいも・よけて食べれる）

参加者氏名
男 女

小学 ･ 中学

年生 才 年 月

スタッフへの要望・質問など  

■健康調査■（必須）　出発前にお電話で確認させていただく場合もございます。　　　身長、体重、足のサイズはレンタルの用意に使用します。

平均体温
℃

身長
ｃｍ

体重
ｋｇ

足のサイズ
　　　.　　　ｃｍ

①初めてスキーをする。 目安のレベル ①初めてスノーボードをする。
目安のレベル

小学生 中学生 JSBA

③ハの字で止まれる。 ③ヒールサイドで滑れる。

②経験はあるが１人で滑れない。 ②経験はあるが１人で滑れない。

⑤中斜面でもハの字で曲がれる。 ４級 ４級 ⑤緩いところでなんとかターンができる。 5級

④ハの字でなんとか曲がれる。
　　（プルークボーゲン）

５級 ５級 ④トーサイドでも滑れる。

4級

⑦板を揃えたまま曲がれる。
　　（パラレルターン）

２級 ３級 ⑦中斜面で自在にターンができる。 3級

⑥時々板を揃えて曲がれる。
　　（シュテムターン）

３級 ⑥緩斜面で自在にターンができる。

⑧中斜面で3種類のターンができる 2級
■検定■（別途有料）

レッスン終了後検定を 希望する 希望しない ⑨中斜面で自由に滑ることができる。

③　認定（バッチ＋合格証）は希望しない。

1級

日　
ある（　　　　　　）回目　・　初めて

②　目標の級に合格した場合のみ認定を希望する。

■　検定のバッチ＋合格証希望　■　（別途有料）
①　合格した級で認定を希望する。

※ＪＳＢＡ（スノーボード）はバッジ授与無し

■スキー希
望の級

小学生 中学生 ■スノー
ボード希望

小・中学生共通
6級 ・ 5級 ・ 4級 ・ 3級 ・ 2級 5級　・　4級　・　3級 5級　・　4級　・　3級　・　2級　・　1級

■同意書■　下記内容を確認の上、お客様各自でご署名ください。

　トライパルツアー旅行契約締結につき、参加する事を保護者として同意します。
　1、トライパルツアーに参加するにあたり、心配な持病や治療中の傷病があれば参加をとりやめます。
　2、旅行参加期間中の発病、本人の不注意によって生じた事故については、責任を問いません。
　3、旅行中における行動で、個人的なトラブルについては貴社に責任は問いません。また、事態収拾を求めません。
　4、お申込みツアーの内容については、特に不都合と思われない限り干渉いたしません。　　　　　　

■レンタル■　ご希望の方は○を付けてください。（当日払い）

スキーセット
（板・ブーツ・ストック）

１,９００円

ボードセット
（板・ブーツ・ヘルメット）

２,４００円

ウエア
（上下）

１,９００円

いずれもレンタル
を利用しない。

　FAX送信後、着信確認をおすすめいたします。　トライパルツアー　℡052-253-6547　

■郵送の場合・・・
　〒460-0003　名古屋市中区錦1-7-2　楠本第15ビル2階　　三重交通株式会社　トライパルツアー　宛

※返送にかかる通信費・郵送代等は、お客様でご負担ください。

　5、スタッフの注意に従わない場合には、プログラムへの参加を見合わせる場合があります。　

記入日：　　　　年　　　　月　　　　日
保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

■ＦＡＸ　または、メールの場合・・・

　ＦＡＸ番号　052-253-6852　メールアドレス：t-tripal@sanq-tripal.com
　メールの受付も可能です。記入・捺印した書面を撮影し、その画像をメールに添付してお送りください。

mailto:t-tripal@sanq-tripal.com

