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2010年2月4日（木）～2月7日（日）【3泊4日】
韓国・京畿道・芝山フォレストリゾートスキー場

ジ サ ン

期 日

会 場

主　　管 ： 愛知県スキー連盟
協賛メーカー ： （株）アルペン、（株）ジャパーナ、（株）オガサカスキー製作所、（株）アシックス
協　　賛 ： 韓国観光公社名古屋支社、韓国京畿道
後　　援 ： 大韓航空、（株）ワールドライン航空旅行社、日本通運（株）・名古屋旅行支店
旅行取扱 ：

（観光庁長官登録旅行業第19号　日本旅行業協会会員）

新しいSAJスキー教程（メゾット）による新しいSAJスキー教程（メゾット）による新しいSAJスキー教程（メゾット）による

スキーレッスンin韓国
ソウルから約1時間、最新式のスノーメーキングマシンで
毎日が抜群のスキーコンディション!

●SAJ教育本部企画部長・理事、斎藤二郎氏のプロデユースによる
●市野聖治さんが新しいスキー教程にそってターンメカニズムのエッセンスを
わかりやすくレクチャー
●実技講師、松沢 寿さん＆松沢 聖佳さんと一緒に理論と実践の壁を埋めて
楽しく滑ろう!!（予定）
●他にSAJナショナルデモンストレータおよびSAJデモンストレータを招聘予定

2007インタースキーピョンチャン大会（韓国）
日本代表発表 レクチャー担当 「スキーと健康 日本の古武術に学ぶ身体運動の開放」
研 究 分 野 ： スポーツ経営学、野外運動学 
現在の研究課題 ： 複雑性を活かしたスポーツチームのマネジメントについて 
  スキーターンのメカニズムについて 
所 属 学 会 ： 日本体育学会、日本体育スポーツ経営学会、日本スキー学会
著  書 ： カービング革命  スキージャーナル社
  カービングターンの科学 スキージャーナル社

鋭いカービングテクニックが特徴である
と同時に、SAJナショナルデモンストレー
タとしての豊富な指導経験から伝えられ
るアドバイスは、多くのスキーヤーから支
持を受けている。
全日本ナショナルデモンストレーター
認定3期
白馬乗鞍スキースクール所属

2000年から全日本スキー技術選手権出場。
02年に初優勝を飾り、09年まで前人未到
の8連覇を成し遂げる。
文字通り”技術選の女王”
全日本ナショナルデモンストレーター
認定4期
白馬岩岳スキースクール所属

SAJ教育本部
研修会委員長

市野　聖治 さん

SAJナショナル
デモンストレータ

松沢　寿 さん

SAJナショナル
デモンストレータ

松沢　聖佳 さん
（旧姓・嶺村）

qSAJ指導者研修会
w公認指導員受験者養成講習会
e準指導員受験者養成講習会
rレベルUP講習会（一般参加も可）
（※123は別途参加費が必要となります。）

qSAJ指導者研修会
w公認指導員受験者養成講習会
e準指導員受験者養成講習会
rレベルUP講習会（一般参加も可）
（※123は別途参加費が必要となります。）

新しくなったSAJスキー教程が
3泊4日でスッキリ消化できる企画
スペ
シャルイベント企画!スペ
シャルイベント企画!

スキーはキングオブスポーツとよばれています。真っ白な雪の
斜面を滑る爽快感は、他のスポーツで味わうことはできません。
特にテクノロジーの発展とともに新しいスキー用具が進化し、老
若男女のどなたもが楽しめるようになりました。努力と根性で滑
るスキー技術から、道具の特性を最大限に利用した合理的なスキー
技術が主流になりつつあります。
今回の企画は、本年度改訂されたSAJスキー教程の中心執筆
者で最も新しい理論に精通したスキー研究家の市野先生と、その

最新技術に精通したナショナルデモンストレータのご夫妻をお
迎えして、スキーの楽しさを理解していただける時間を十分に取
れるように配慮しました。
スキー場は最新のスノーメイキングシステムで完璧にコントロー
ルされているため、安全で楽しく滑ることができます。
是非この機会に「これからスキーを楽しみたい方」から「エキス

パート・指導員の方」までご一緒に滑りましょう。スタッフ一同お
待ちしています。

愛知県スキー連盟 
教育本部 教育部からの

メッセージ

旅行代金 69,800円 （ ）ジサンフォレストリゾート4名1室、ルネッサンスリゾート2名1室になります。
その他、お部屋割ご希望の方は追加代金が必要になります。詳細はお問合せ下さい。

おとな
お一人様



観光庁長官登録旅行業第19号　　日本旅行業協会正会員

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

日通旅行・法人営業二課
愛知県スキー連盟係
総合旅行業務取扱管理者：鈴木 達史

担　当：松波・山本

〒460-0003　名古屋市中区錦一丁目 5 - 28

TEL（052）231-6207
FAX（052）222-5122

旅行代金

期　日

69,800円
中部国際空港施設使用料大人2,500円・子供1,250円
ソウル空港税28,000ウォン（約2,150円／大人・子供同額）は含まれておりません。
旅行代金とあわせてお支払ください。

※燃油サーチャージ別途必要となる場合があります。（7/1現在0円）

ジサンフォレストリゾート4名1室、ルネッサンスリゾート
2名1室になります。その他、お部屋割ご希望の方は追加代金
が必要になります。詳細はお問合せ下さい。（ ）

（注）上記の日程は、航空会社及び現地事情等の都合により、予告なく変更になることがありますので、予めご了承下さい。
■利用予定航空会社：大韓航空
■ご宿泊予定ホテル　スキー場：ジサンフォレストリゾート（オンドル部屋）

ソウル：ルネッサンスリゾート
■食事：朝3回 昼0回 夕0回　■最少催行人員：40名様　■添乗員：同行しお世話いたします。

ホテルインフォメーション

日
数 月/日/曜 都　市　名 現地時間 ス ケ ジ ュ ー ル 食　事

1

2

3

4

空港集合
中部国際空港発
仁川空港着

2010年
2月4日
（木）

7：35頃
9：35頃
11：35頃

14：00頃

夕　刻

国際線カウンター12番日通旅行・受付
大韓航空 KE752便にてソウル（仁川）へ
到着後、入国審査、税関検査
手続き終了後、スキー場へ移動
スキー場着
フリー滑走（15:00～）
★3,000円程度の少額でパーティを予
定しておりますのでご参加下さい。

2月5日
（金）

終　日

レストランにて朝食
★スキー場にて研修会及び指導員交流会
指導員研修会（13：00～15：00）
フリー滑走（15：00～）
各自オプションにてお楽しみください
（別途ご案内）

２月６日
（土）

午　前

夕　刻

レストランにて朝食
★スキー場にて研修会及び指導員交流会
指導員研修会（10：00～12：00）
専用バスにてソウル市内へ移動

2月7日
（日）

ソウル

仁川空港発
中部国際空港着

午　前

午　後

19：00頃
20：45頃

レストランにて朝食
各自オプションにてお楽しみください
（別途ご案内）
スキー場
市内見学及びショッピング
フリータイム
大韓航空 KE751便にて中部国際空港へ
到着後、入国審査、税関検査終了後
解散

朝：×

昼：機

夕：×

朝：○

昼：×

夕：×

朝：○

昼：×

夕：×

朝：○

昼：×

夕：機

≪スキー場泊≫

≪ソウル市内泊≫

≪スキー場泊≫

2010年2月4日（木）～2月7日（日）【3泊4日】
おとな
お一人様

2010 新しいSAJスキー教程（メゾット）による新しいSAJスキー教程（メゾット）による新しいSAJスキー教程（メゾット）による

スキーレッスンin韓国
ジサンフォレストリゾートスキー場

ルネッサンスリゾートソウル

外観

ソウルから車で約1時間30分の
距離にある、総合ファミリーリゾ
ート地。スキーやゴルフなどが四
季を通じて楽しめます。スキー場
内にあるホテルでは、充実した設
備で快適に過ごせます。

外観

ラグジュアリーな雰囲気と立地
の利便さで人気のデラックスホ
テル。全493室の風格ある客室、
数々の受賞歴を誇るレストラン、
最新機材を備えた宴会場など、洗
練されたサービスも特徴です。

マークの見方 　 …朝食　　…昼食　　…夕食　    …機内食　　　…食事なし朝 昼 夕 機 ×

旅行代金には、運送機関の課す「燃油サーチャージ（付加運賃・料金）」が含まれております。
燃油サーチャージは、2009年6月10日現在航空会社が公示している金額を掲載しており為替レートの変動などにより過不足が
生じても追加徴収、返金はいたしません。
燃油サーチャージ（付加運賃・料金）：原油価格の異常な高騰に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限り国土交通省が認
可した運賃・料金のことをいい、すべての旅行者に課せられます。燃油サーチャージ額については、ご利用航空会社により異なりま
す。詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。

■燃油サーチャージ（付加運賃・料金）について

●渡航先の国 （々または地域）によっては、渡航者個人に対して空港税など（出国税、空港施設使用料など）の支払いが義務づけられ
ています。複数の国や地域を訪問する旅程では、その都度必要となり、経由する空港の違いによりその合計の額が異なる場合があ
ります。

●空港税等のうち、航空券発券時に徴収する事を義務づけられているものは次の通りです。
〈日本円換算表〉特に記載のない場合はおとな・こども同額、幼児不要

■空港諸税について

●空港税等の内、現地空港にて徴収されるものについては、その額および日本円目安額を旅行代金下にご案内しています。
●日本出発時の空港施設使用料を含め空港諸税の税額が変更された場合は、徴収額が変更になる場合があります。

※当社の日本円換算額は、2009年8月1日現在の三菱東京UFJ銀行の売り渡しレート（一部取り扱いのない通貨はTTSレート）を基準
に算定し、1円単位を切り捨ててご案内しております。なお、通貨レートの変動による過不足が生じましても、一切精算致しません。

国名 徴収額 換算レート 対象日本円額
韓国（ソウル） 28,000ウォン ＠0.0762,150円 国際線出発旅客サービス料 出国納付金

名称

時間帯のめやす（移動の発着時間）　※予定時間帯は、交通機関などの交通事情によって変更になる場合があります。
早　朝
4時～6時

朝
6時～8時

午前
8時～12時

午後
12時～18時

昼
12時～14時

夕刻
16時～18時

夜
18時～23時

深夜
23時～4時

燃油サーチャージ（付加運賃・料金）と航空保険料

（燃油サーチャージは除く）

2009年8月1日

http://www.nittsu-ryoko.com

6ヶ月＋滞在日数以上

（但し、キャディーチップは除く）

日本通運（株）名古屋旅行支店（名古屋市中村区名駅南4-11-39、観光庁
長官登録旅行業第19号）

・外国内の空港施設使用料

（社）日本旅行業協会正会員


