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教育学校スキー授業のご案内

1



新型コロナウィルス感染症対策①

キューピットバレイでは新型コロナウィルス感染症の拡大防止に努め
るべくガイドラインを策定しております。お客様並びに従業員の健康
を第一に考え、また、お客様に安全なリゾートライフをお過ごしいた
だけるように以下の対策を講じてまいります。
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新型コロナウィルス感染症対策②
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 第2クワッドリフト山頂から最長4kmのロングコースを初級者でも滑走できます。

 どのコースを滑っていてもセンターハウス前に降りてきます。

 全てのリフトの近くにトイレがあり安心です。

 荷物置場、お食事、レンタルは全てセンターハウス内です。
(団体数により例外の場合があります)

キューピットバレイの特徴
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 往復送迎バス

送迎バス料金にいては、国土交通省の指導に基づきバス1台あたりの金額となります。
バスは人数に合わせた観光バスを手配いたします。

※生徒・児童様１人あたりの金額は、乗車人数により変動しますのでご注意ください。

 ご昼食

ご昼食会場はレストランブランネージュでお席をご案内させていただきます。

ゲレンデ使用料 小学生 中学生・高校生

お一人様 1,200円 1,700円

カレーライス 一律

お一人様 1,000円

※そり遠足については別途お問合せください。

（税込み）

スキー授業基本料金のご案内

（税込み）

基本料金につきましては、分かりやすいように単体での料金表示
とさせていただきます。

 ゲレンデ使用料（リフト代含む）

リフト券は紛失等の恐れもあるため、当日は生徒・児童様には指定のゼッケンを着用して
いただきます。

※キューピットバレイのシーズン券をお持ちの場合、ゲレンデ使用料は不要です。

※大盛対応は可能ですが御代わりはできません。
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スキー授業の実施が決定しましたら、早めにご希望の日程をご連絡ください。特に金曜日など
休日前はご希望が多いため、ゲレンデが込み合います。
場合によってはお受けできないこともございます。予めご了承くださいませ。

実施までの流れ

1年前より
日程が決まり次第ご予約を承ります。

大まかな参加人数をお知らせください。

1ヶ月前
当日のスケジュールやスキー授業の要綱ができましたらお送りください。

必要なインストラクターのおおまかな人数をお知らせください。

下見について 随時受け付けております。事前にお知らせください。

2週間前までに スクールの班分けをお知らせください。

1週間前までに
参加人数とシーズン券所有者の人数をお知らせください。
レンタル希望人数と名簿、昼食希望数をお知らせください。

保険加入の場合は加入者名をお知らせください。

当日 最終的な参加人数と、レンタルの利用数の確認をさせていただきます。

精算 後日銀行振り込み、または集金にお伺いいたします。

ご予約から当日まで
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時間 行動予定 備考

8:30 学校出発

9:30 キューピットバレイ着

荷物置場へ荷物を置く

レンタルをする人は道具合わせ
学校ごとに靴・板をまとめてご用意して
おります

10:00 開校式 ・ レッスン開始

12:00 センターハウスにて昼食

13:00 午後レッスン開始

15:00 レッスン終了 ・ 閉校式

レンタルは朝借りた場所に返却

15:30 キューピットバレイ発

16:30 学校到着

当日の主な流れは上記のようになります。

スキー場から1時間圏内を想定してのものです。
開校式、閉校式の実施は学校様によりご決定ください。行わなくても問題はありません。

なお、予約の多い日程では昼食のお時間を若干ずらしていただくこともありますが、その場
合は事前にご相談はさせていただきます。

当日の流れ 〜スケジュールの一例〜
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メニューはカレーライスのみとなります

ご注意：

1)写真はイメージです。現物とは異なることがあります。

2)おかわりはできません。大盛りは可能ですので当日昼食時にお申し出ください。

3)食物アレルギーのお子様については別メニュー対応(チャーハン等)
またはご自宅よりお持ちください。

原材料：

◆カレーライス
野菜（人参・玉ネギ）、鶏肉、食用油脂(パーム油、なたね油)、砂糖、でん粉、食塩、
カレー粉、デキストリン、さつまいもパウダー、酵母エキスパウダー、香辛料、
ローストキャベツパウダー、ローストオニオン、カラメル色素、調味料(アミノ酸)、酸味料
※原材料の一部に小麦を含む

◆カレーライス容量 (いずれもお皿600グラム含みます)

◆福神漬け （※カレーに添えられます。セルフサービス）
大根、茄子、蓮根、生姜、しその葉
漬け原材料：食塩、醤油(小麦・大豆を含む）、醸造酢、大豆たん白加水分解物、調味料（アミノ酸）、
酸味料、甘味料(サッカリンNa)、保存料（ソルビン酸K)、着色料（赤102、黄4、黄5、赤106）
※一部に小麦・大豆を含む

ご昼食のご案内

普通盛り 大盛り

カレーライス 1,110グラム 1,210グラム

ごはんのみ 850グラム 950グラム
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センターハウス2階『ブランネージュ』
収容人員：250名 面積：約400㎡（客席部）
（コロナ対策後、間引き後の収容人数となります。）
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昼食会場 1



センターハウス3階『ブランネージュ』
収容人員：179名 面積：約320㎡（客席部）
（コロナ対策後、間引き後の収容人数となります。）
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昼食会場 2



【お願い事項】

事 前 に 身 長 や体 格 に 合 わ せ 、 お 名 前 を 記載 し た シ ー ル を 張 る た め 、 ご 利 用 の

1週間前までにお名前・身長・体重・普段の運動靴のサイズ
をエクセルファイルにてお送りください。

書式は、Http://www,kubikikankokyouiku.com/download.htmlを閲覧ください。

データ送付先 kurotsu@kubikikanko.com

◆レンタルスキーセット（板・ブーツ・ストック）

小・中学生1,700円 高校生2,700円

板は全てカービング仕様、初心者でもターンが
しやすいものになっています。

◆レンタルスノーボードセット（板・ブーツ）

小・中学生1,700円 高校生2,700円

スノーボードのレンタルもございます。
板の長さ等も事前に身長に合わせご用意します。

◆レンタルウェア（上下セット）

小・中学生1,700円 高校生2,700円

ウェアは子ども用90cmから大人用4Lまでご用意
しております。

◆レンタル小物
（グローブ・ゴーグル・帽子の3点セット）

600円

◆レンタルヘルメット（サイズ：M・L）

600円

レンタルをご利用の場合、板・ブーツ・ウェアにお名前のシール
を貼ってご用意しております。当日はご自分のお名前が貼られ
た道具を探すだけなので、準備時間が短縮できます。

※料金は1日のレンタル料、税込み金額となります。

レンタル用品
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キューピットバレイのスクールは、スキー・スノー
ボードとも公認のスクールです。

安全・安心に生徒の皆様の技術向上のお手伝い
をいたします。

安全に基礎・応用の技術を習得するには専門
のインストラクターによる指導がおすすめです

インストラクター1名 半日 1日

スキー・ボード共通 12,000円 18,000円

クラス スキーレベル 1班目安

初心者 初めてスキーをする。リフトに乗ったことがない。 5～8名

初級者 スキーをしたことがある。スキーを履いて歩ける。 8～10名

初・中級
スキーをハの時にして、ゆっくり滑ることができる。

少し曲がれる。
8～10名

中級者 速く滑ることができる。どこでも曲がることができる。 10～12名

上級者
急な斜面が滑ることができる。小さく曲がれる。

スキーを揃えて滑ることができる。
12～15名

• 半日：2時間 1日：4時間（午前・午後各2時間）のレッスンとなります。

• おおよそのイントラ数を1か月前、スクールの班分けを2週間前までにご連絡ください。

• レベルは以下をご参考に作成してください。

スキー・スノーボードスクール

※料金は税込み金額となります。
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スキー授業に関しては、万が一の事故なども考えられます。様々なケースが
ありますが基本的な対応をご案内いたします。

上記対応は一般的な対処方法です。状況に応じて対応が変わりますので
予めご了承ください。

事故発生！

【フリー滑走時】

・引率者（保護者）またはお連れ
の生徒様が近くのスキー場

スタッフに声を掛ける

・スタッフがパトロールへ連絡

・パトロールが状況判断

※応急処置

※緊急車両手配

※弊社担当者へ連絡

・引率者（保護者）が本部の

先生へ連絡

・弊社担当者が本部の

先生へ連絡

【スキー講習中】

・インストラクターが

パトロールへ連絡

・パトロールが状況判断

※応急処置

※緊急車両手配

※弊社担当者へ連絡

・弊社担当者が本部の

先生へ連絡

事故対応について
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近隣病院まで車で約15分程度で、緊急時にも対応が可能です。

【総合病院・緊急】
上越総合病院 40分 ℡025-524-3000
新潟県立中央病院40分 ℡025-522-7711

【内科・小児科】安塚診療所15分 ℡025-592-3330
【整形外科】相沢整形外科 45分 ℡025-522-2611

■近隣病院のご案内

【上越警察署】℡025-521-0110  上越市藤野新田1172
【安塚交番】 ℡025-592-3605  上越市安塚区安塚944番地1
【東頚消防署】℡025-592-0119  上越市安塚区松崎639番地
【上越保健所】℡025-524-6135  上越市春日山町3-8-34

■関係官庁のご案内
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近隣病院・関係官庁のご案内



傷害保険について

手配旅行補償制度
1名あたりタイプ 基本 備考

補
償
額

（
旅
行
者
1
名
あ
た
り
）

損
害
保
険

国
内
旅
行
傷
害※

傷害死亡 1,000万円 事故日を含めて180日以内に死亡した場合に支払われます。

入院日額 4,000円 事故日を含めて180日間が支払限度となります。

手術 2・4万円

〈入院中に受けた手術の場合〉
手術保険金の額=入院保険金日額×10〈倍〉

〈外来で受けた手術の場合〉
手術保険金の額＝入院保険金日額×5〈倍〉

通院日額 2,500円 ケガをされ通院した場合で90日が支払い限度となります
（事故日を含めて180日以内）。

賠償補償

旅行者が旅行参加中に誤って他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりして
法律上の賠償責任を負ったときなど、相手方に支払わなくてはならない補償金や
万が一訴訟になった場合の弁護士費用等が保険金として、支払われます。
1事故につき2,000万円限度（自己負担なし）。

※国内旅行傷害については、後遺障害による保険金の支払いはありません。

料金等

【特別補償金】 お一人様300円（任意）

【ご用意いただく書類】 名簿（氏名・フリガナ・性別・年齢・学年)

【注意事項】 出発日前日14時に手続きを行うため、それ以降の人数減員はお受けできません。
ご了承願います。

一般社団法人全国旅行業協会（全旅協旅行災害補償制度）

頸城観光株式会社

TEL:025-543-4133 FAX：025-543-4139
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スキー・スノーボードシーズンはインフルエンザの流行なども考えられます。学校行事
の中止につきましては以下の通りのキャンセル規定とさせていただきます。

期間 キャンセル料 備考

7日前まで 不要

順延の場合は対象外
となります。

順延の場合は3日前
までにご連絡ください。

3～6日前 基本代金の10％

1～2日前 基本代金の30％

当日 基本代金の50％

上記キャンセルにつきましては、学校行事中止の場合での料金となります。
欠席の生徒・児童様についてのキャンセル料ではなく、その場合のキャンセル料は
いただいておりません。

なお、気象条件によりリフトが運行できない等、スキー場側の都合により行事を中止して
いただく場合は、上記キャンセル規定は対象外となります。

キャンセル規定・返金について

精算について ＜領収書の分割＞

① スキー授業昼食・ゲレンデ使用代 （生徒積み立て分） 10万円
② 生徒レンタルスキー代 （個人支払い分） 5万円
③ スキー遠足生徒バス代 （補助金申請分） 10万円
④ インストラクター代 （後援会より負担金） 15万円
⑤ 職員スキー遠足昼食代 （個人支払い分） 5万円
⑥ 職員スキー遠足バス代 （補助金申請分） 5万円

代金のご精算につきましては当日現金支払いだけでなく、お振込や集金に伺うことも可能です。
また、領収書につきましては分割も可能です。

領収書分割例 ～総額50万円のご利用の場合～

（ ）内は仮の明細です。

代金のうち個人負担や補助金の申請、保護者会や後援会からの支出など様々かと思います
が、必要な領収書を作成いたしますのでご相談ください。

◆領収書の分け方につきましては、宛名・金額・但し書きのご指示をお願いします。
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インクルーシブ野外教育旅行の実現に向け弊社はユニバーサルフィー
ルドコンシェルジュの育成に積極的に取り組んでおります。

信州大学ユニバーサルツーリズム推進人材育成事業事務局様と連携し、
新潟県の地域資源を活用したインクルーシブ活動の企画提案、サポー
トを行っており、HIPPOcampeを使用しユニバーサルフィールドツアー
をご提案いたします。

同グループの舞子高原での
ユバーサルグランピング

HIPPOcampe導入
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インクルーシブ野外活動



◆個人情報の取り扱いについて

教育学校スキー授業では、生徒・保護者・職員の皆様の大切な個人情報を
お預かりすることがあります。頂戴した情報につきましてはスキー授業に関する
業務にのみ利用させていただきます。

スキー授業終了後、業務上不要となった情報につきましては責任を持って削除
させていただきます。

その他

お問合せ

◆スキー授業に関するお問合せについては下記までご連絡願います。

〒942-0004 新潟県上越市西本町2丁目3番21号

TEL（025）543-4133 FAX（025）543-4139

URL http://kubikikankokyouiku.com/ 

E-mail kurotsu@kubikikanko.com 担当：齋藤・黒津

◆傷害保険について

申込ご希望の学校様には別紙にてご案内させていただきます。

新潟県知事登録 旅行業第2－423号

（一社）全国旅行業協会正会員
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