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ただの「キッズキャンプ」ではなく、家族が一つになり、楽しめて思い出に残る	
経験ができる機会です。ニセコは世界中で安全かつ美しい場所の一つであり、	
そこでユニークな英語キャンプをすることにより新しい世界各国からの友人ができ、新しい
スキルを学び、自信を持って成長することを可能にします。

エドベンチャーは夏と冬に自然豊かなニセコで行われる	
子供、若いティーンとその家族向けのキャンプです。

エドベンチャー ニセコ キッズキャンプ



ニセコ唯一のウィンターキャンプである	
エドベンチャーではスキー場内ももちろん、
場外でも同じように楽しめるキャンプです。

冬の
キャンプ

キャンプ情報
・今年のキャンプは6週間行われます：

2019年12月16日から2020年1月5日と2020年1月20日

から2月2日までです

・キャンプは5歳から14歳のお子様が集まり、最高参加

数は毎日25人までです

・オプションが3つあり：ハーフデー、フルデー（グル

ープレッスン）、フルデー（プライベートレッスン）

・朝のアクティビティは山へは行かず室内で物作りだっ

たり周辺の探索をしフルデープログラムのお子様はラン

チの後レッスンへと向かいます

・宿泊や航空券は料金には含まれていません



冬キャンプ日と料金

1日＋グループ 
レッスン

9:00am - 4:30pm

1日*	 	 	 ¥23,000	子供一人
２日*	 	 	 ¥46,000	子供一人
３日	 	 	 ¥96,000	子供一人
４日	 	 　　¥126,000	子供一人
５日	 	 　　¥145,000	子供一人
6日	 	 　　¥160,000	子供一人	
追加日	 	 ¥22,000	子供一人

1日＋プライベート
レッスン

9:00am - 4:30pm

1日*	 	 	 ¥50,000	子供一人
２日*	 	 	 ¥90,000	子供一人
３日	 	 	 ¥146,000	子供一人
４日	 	 	 ¥190,000	子供一人
５日	 	 	 ¥220,000	子供一人
6日	 	 	 ¥260,000	子供一人
追加日	 	 ¥48,000	子供一人

半日
スキーレッスン無し

9:00am - 1:15pm

1日	 	 	 ¥12,000	子供一人
２日	 	 	 ¥24,000	子供一人
３日	 	 	 ¥36,000	子供一人
４日	 	 	 ¥47,000	子供一人
５日	 	 	 ¥55,000	子供一人
6日	 	 	 ¥66,000	子供一人
追加日	 	 ¥11,500	子供一人

2019/2020 キャンプ
キャンプは2019年12月16日から2020年1月5日と2020年1月20日から2月2日までです。参加者はハーフデー、フルデー（グループレッスン）もしくは
フルデー（プライベートレッスン）から選べます。
＊＊レンタル用具はヘルメット・スキー／スノーボード・ブーツなどです。その他ジャケット、ズボンなどは追加料金でレンタルいただけます。
レンタル用品とリフトパスを個人で購入するお客様は料金が変わりますのでお問い合わせください。

＊1日と2日のプログラム料金にはレンタル用具とリフトパスは含まれていません。もし必要なお客様はお問い合わせいただければ追
加料金で購入いただけますがレンタル用品はEdVentureは支給しません。



冬の
アクティビティー

•	 スキー・スノーボードレッスン
•	 スノーボード作り
•	 雪遊び
•	 スノーシューツアー
•	 かまくら作り
•	 トボガン
•	 雪崩の危険を知る

...などなど！



エドベンチャーの１週間

日 朝 午後
雪の装備作り

スノーボード、トボガン1

昨日作った装備を試そう！

スノーシューツアーと	
エドベンチャーの木の家探し

アイスクリーム作り
かまくら作り

雪崩の勉強と装備の確認

宝探しと雪合戦
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グループスキー・	
プライベートレッスン

送迎
4:15pm - 4:45pm

送迎
8:45am - 9:15am

グループスキー・	
プライベートレッスン

グループスキー・	
プライベートレッスン

グループスキー・	
プライベートレッスン

グループスキー・	
プライベートレッスン

グループスキー・	
プライベートレッスン

ランチ

12:30pm - 1:15pm

半日の子供達
はここで
帰ります

ウィンター
   キャンプ



必要な物

ハーフデーと
フルデー
防水のスノーブーツ
防水のスノージャケットとズボン
防水手袋・ミトン	
暖かいインナー（フリースなど）
耳を覆う冬のビーニーや帽子
ネックウォーマー
乾燥した、膝の高い靴下
長い下着
顔と唇用の日焼け止め
手先・つま先ウォーマー

注：暖かくなるより冷えるのが簡単です。もし分からな
い場合はより多くのレイヤーが常にベストです！

フルデー
リフトパス
スキーとポール、スノーボード
スキーまたはスノーボードブーツ
ヘルメット
ゴーグル

どのような洋服や具体的な装備についてご質
問などがございましたらお問い合わせください。

フルデーキャンプを3日以上
参加のお子様にはレンタル用
具とリフトパスの他にチームが
子供たちをフィッティングに
連れて行くサービスも！



レベル コース レッスンアウトライン

初心者 レベル	1 スキーしたことがない 平面・マジックカーペット スキー・スノーボードの板に慣れて気持ちよく滑れるようになる

初級
レベル	2 ハの字スタンスができてバランスよく滑られる マジックカーペット・簡単

グリーンコース スキーを「ハの字」にして左右に滑る事と安全に停止ができるようになる

レベル	3 ハの字スタンスとターンができ、停止できる 全てのグリーンコース 初級コースでパラレルスキーに挑戦

中級 レベル	4 グリーンコース全てでパラレルスキーができる グリーン・レッドコース 全てのグリーンコースでパラレルスキーができるようにし、レッドコースに
挑戦。パウダーやコブ斜面コースに挑戦

上級 レベル	5 全てのレッドコースでパラレルスキーができ、ブ
ラックコースに挑める レッド・ブラックコース ポールを使ってパラレルスキー、ターンのスピードと角度の上達

エキスパート

レベル	6 ブラックコースを得意としていてコース外も挑
戦できる ブラックコース 雪とコースによって異なるターンの見分け方など高速でパラレルターンに

挑戦

レベル	7 全てのコースを滑ることができる オールマウンテン パウダーの中やオフピステに挑戦、よりスピーディーにターンができるよう
なる

フルデープログラムに参加のお子様は下記のチャートでレベルを確認するためにお使いください

スキーのレベル表



レベル コース レッスンアウトライン

初心者 レベル	1 スノーボードをしたことがない マジックカーペット・平面 道具や環境に慣れる。安全にスピードコントロールと基本を覚える

初級
レベル	2 ワンサイドターンができ木の葉落とし滑りがで

きる グリーンコース スノーボードでのバランス良くスムーズに滑れるようになる
ターンやCとS字のカーブを覚えよう

レベル	3 初心者コースで連続ターンができる グリーンコース グリーンコース全体でターンができるようになる
ちょっと難しいコースでは安全に停止できるか

中級 レベル	4 グリーンコースでは全体的に連続ターンがで
き、レッドコースでは停止と横滑りができる レッドコース ターンの形とスピードの上達とS字カーブでのバランスの取り方とエッジ

を使って滑る

上級 レベル	5 レッドコース全てで連続ターンができライディン
グスウィッチに挑戦中 レッド・ブラックコース スピードの調整を上手くこなしショートターン、カーブターンの上達

エキスパート

レベル	6 色々なコースが滑れて順調にスピードをあげる
などしバランスよく滑られる ブラックコース ライドスウィッチの上達、色々なコースでダイナミックなターンを経験しコ

ントロールできるようになる

レベル	7 全てのコースで滑れる オールマウンテン パウダーを滑り難しい斜面でもスピードを落とさず安定した滑りができる
ようにスキルを磨く

フルデープログラムに参加のお子様は下記のチャートでレベルを確認するためにお使いください

スノーボードのレベル表



送迎サービスガイドライン

キャンプ参加者全員に無料の送迎サービスが提供されています。親または保護者は以下のガイドラインを遵守してください。

朝

8:45am - 9:15am

•	 必ず誰かがエドベンチャーの車に注目してください
•	 会社の方針でスタッフが車を離れてはいけないので
子供を降ろす際は時間通りにお願いします

•	 朝はなるべく時間通りに車が来る努力はいたします
が、天候や運行情報で時間が異なる場合があります

•	 リゾートに滞在している場合は、ホテルのメイン	
ロビーに集まり、エドベンチャーの車両を探してくだ
さい

帰り

ハーフデー： 1:15pm - 1:30pm

•	 半日の子供達はランチの後に1:15から1:30の間に
家へ送り返されます

•	 1日の子供達はキャンプ終わりの4:15から4:45の
間におくりかえされます。

•	 降ろされる際、保護者か登録されている人が必ずい
ることをお願いします

•	 子供達の安全のためにも迎えに来る人が変わる場
合はお知らせください

フルデー： 4:15pm - 4:45pm



もう少し情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。
この冬はぜひ歓迎することを楽しみにしています！

www

お問合せください

エドベンチャーチーム
Eメール：	edventure@mnkniseko.com
電話番号：	0136	55	5211
FAX：	0136	22	5500

お問合せ先


