
お申込みの前にお読みください。 
 

この旅行は、株式会社ハロートラベル（以下、当社）が企画、募集をする国内旅行であり、この旅行

に参加されるお客様は、当社の募集型企画旅行契約を締結することになります。 
 

旅行代金に含まれるもの・含まれないもの 
旅行代金は、パンフレットに明示した日程の交通費、宿泊費、食事代、プログラム費、旅行取扱料

金及び消費税諸税相当額が含まれますが、旅行日程に含まれない交通費、飲食費及び個人的性質の諸

費用は含まれておりません。 
 

旅行の催行について 
最少催行人員は、各コースの欄をご参照ください。 

最少催行人員に満たない場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。旅行開始日の前日

から起算してさかのぼって１３日目にあたる日より前までに連絡させていただきます。 
 

個人情報の取扱について 
①旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配

及びそれらのサービスの受領のために必要な範囲内で利用させていただきます。 

②当プログラムで撮影した写真・映像について、今後の販促関係のチラシ及びＷＥＢ（HP・ブログ・

facebook等）での活動報告やインターネット写真販売に使用します。 

それ以外の目的では使用いたしません。 
 

添乗について 
添乗員は同行しませんが、全行程にキャンプ指導者が同行します。 

キャンセルについて 
お申込み後、お客様のご都合により旅行を取り消される場合は、旅

行代金に対してお一人につき右記の料率で取消料を申し受けます。 
 

貸切バスの利用について 
 この旅行は、貸切バス事業者安全性評価認定制度の認定を受けた 

㈱HMC東京、㈲武井観光を利用します。 
 

その他 
・このパンフレットは、令和4年11月30日の資料に基づくものとして作

成しております。 

・その他の事項については、詳しくは当社旅行業務取扱管理者におた

ずねください。 

 

 

[旅行企画・実施]  株式会社ハロートラベル千葉営業所 
 

                  〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1-7F 

                 （一社）全国旅行業協会正会員 東京都知事登録旅行業 第2-2884号  

                   旅行業務取扱管理者:橋口 和美  

[お申込み先] ハロートラベルヤックス自然学校予約センター 

       TEL 043(307)1211   Eﾒｰﾙ yacs-camp@aroma.ocn.ne.jp 

取消日 料率 

21日前 不要 
20～8日前 20％ 

前日 40％ 
当日 50％ 

100％ 

宿泊の旅行 

7～2日前 30％ 

                
 

① プログラムの予約 ※トラブル防止のため、参加者の保護者のみ受付します。 
 

 
 

② 申込み手続き   
 

・予約をいただいた方に申込に必要な書類（申込書・振込案内・参加の手引き・旅行条件を記載

した書面）を送付いたします。 

・申込書に必要事項を保護者がご記入ください。質問表はできるだけ詳しくご記入ください。 

 申込書は保護者の参加承諾書を兼ねています。 

・申込書の返信と参加費用を参加者のお名前でご送金ください。 

・参加費用は、出発日の３週間前までに全額納入お願いいたします。 
 

 お申込みの成立 
・申込書が届き、参加費用の送金が確認されますと、申込手続きが成立します。 

・ご予約後、参加をとりやめる場合は必ずご連絡ください。
 

 しめきり 
  ・出発日の３週間前が締切日となりますが、定員になりしだい締め切らせていただきます。 

 

③ 事前の電話連絡 ・キャンプリーダーからご自宅に電話連絡を入れています。 
 

④ 当日・体調万全でお越しください。 

     ・集合場所では、青色ベストを着用したスタッフがお待ちしています。 

予約・申込み～当日までの流れ 

 

 ヤックス自然学校とは 
 

  ㈱千葉薬品が社会貢献事業の一環として、４６年間にわたり都会では 

味わえない四季折々の広大な自然の中で自然体験活動を提供してきました。 

 普段、学校や家庭では体験できない自然体験と異年齢集団での生活を 

大切に継続的に取り組んでいます。延べ２５万人以上の方が参加しています。 

 

 当校は、（一社）日本アウトドアネットワークの定める安全基準を満た

し、安全なアウトドア事業を実施する者として認証を受けています。 

 

感染症予防対策（新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルス）  

 

実施中は、 
 

①身体的距離の確保     

②場に応じたマスクの着用     

③手洗いの実施   

④1日に朝晩2回の健康観察（検温） 

 を中心として取り組み、感染リスクを下げて活動を実施します。  
  

スキーレッスンは？ 
 

 スキーは、新鮮な空気の大自然で行われるスポーツです。スキーレッスン中において、

指導者は身体的距離が確保できない等の状況に応じてマスクを着用し、立ち位置は、参

加者の安全が確保されると思われる範囲で距離を保ちます。また、リフト乗車時はス

キー場が定めるガイドラインに準じて利用します。参加者も必要に応じてマスクやス

キーフェイスマスク等の着用で感染症対策をしてスキーをします。 

 
 

健康状態の確認はどのようにしていますか？ 
 

 ご予約いただいた参加者には、健康管理のお願いしています。実施の３日前にキャン

プリーダーがご家庭に電話連絡しますので、その時に参加者の健康状態を把握させて

いただきます。当日は健康なからだでご参加ください。プログラム中も定期的に健康観

察（検温）を行います。 
 

バス移動時はどのような対応をしますか？ 
 

 前提として、健康管理をされた参加者・スタッフの集まりで、貸切バスを利用しての移

動です。バス乗車時は、手指消毒の実施、マスク着用、大声での発声はしない等の対策

を講じます。また、バスの換気性能に鑑みれば、エアコンによる外気導入で十分に空気

の入れ替えが可能となっています。 

 

具体的な対策については、当校ホームページをご覧ください。 

http://www.yacs-ns.jp/mp/infectious_disease_countermeasures  
                  

              ※その他、ご不明な点はお問合せください。 

        班編成について（ひとりでスキー・GOGOスキートレイン） 
 

 スキーレッスン班と生活班の２つの班があります。スキーレッスン班は、年

齢・体力・経験別になり、生活班は兄弟（姉妹）・お友達などは、運営上又は、

コミュニケーション能力の向上のためにも、別々の班にさせていただきます。新

しいお友達を作っていただく絶好のチャンスです。班編成については、当校に一

任お願いします。 
 

 

          活動報告/活動写真/ブログ
 

●活動報告： 活動終了後、ディレクターより活動報告書をお届けします。 
 

●活動写真： ディレクター・キャンプリーダーが記録写真を撮影します。 

      活動終了後、活動報告と共に記念写真を送付いたします。 

      また、専用の「写真閲覧・販売ホームページ」で公開します。 

      ご購入も可能です。活動報告書と共に、パスワードをお伝えします。 
 

●ブログ ： 専用ブログで活動の様子や行き帰りの運行状況を更新します。 
 

                     ブログ 「ヤックス自然学校キャンプ日記」→ 

                http://blog.canpan.info/yacs_camp/  活動の様子を更新中！ 

         安全への配慮 
 

 自然体験活動におけるリスクマネジメントに前向きに取り組み、日々安全への配慮を

行っています。全ての職員、ボランティアに対しての安全教育（危険箇所の伝達、危険予

知トレーニング）等を徹底しています。 

 また、非常事態が発生した場合に備え、様々な状況を想定したマニュアル（連絡体

制、緊急時対応等）を整備し、職員、スタッフ参加のもとでトレーニングを行います。それ

は、参加者の安全管理を最優先とするからです。 

 それでも、自然体験活動においては、気象条件などにより不測の事故は起こりえる

ものです。その危険を知りつつなお、活動を続けるのは、学校や家庭では難しいとされ

る自然体験の重要性に気づき、それを伝えるのが使命と考えるからです。当活動にご

参加の際には、その点をご理解頂き、ご協力いただければと思います。 

事前の電話連絡を実施しています
 

 キャンプリーダーからご自宅に電話連絡を入れています。参加者の健康状

態、お薬について、出発・解散場所の確認、持ち物についての質問、参加者

のことで気遣ってもらいたいことがありましたら、キャンプリーダーにお話

しください。 

アレルギーについて
 

 特定のアレルギーやぜんそく、その他、お子様の状態でご心配事があれば、ま

ずは、ご予約前にご相談ください。お申込み手続きの際は、申込書（もしくは、会

員登録カード）に詳しくお子様の様子をお書きください。事前に把握させて頂き、

準備を進めます。出来る限りの対応はいたしますが、ご希望に添えないことも

あります。予めご了承下さい。 

主催：㈱千葉薬品（ヤックス自然学校） 企画・運営：NPO法人千葉自然学校 

お申込み・お問合せ先   （電話受付 平日10:00～18:00 月曜定休）  

ハロートラベル ヤックス自然学校予約センター      yacs-camp@aroma.ocn.ne.jp
                                           〒260-0015  千葉県千葉市中央区富士見2-3-1-7F NPO法人千葉自然学校内     FAX:043(202)7237 

2023年 

１～２月 

 

 2022年度 ヤックス自然学校 半年会員 募集！ 
 

会員のご家族（保護者、兄弟姉妹）も 

会員価格でご参加できます。 
 

●入会金（おひとり）     …１,０００円

●半年会費（ひと家族）…３,０００円

※会員資格 年中～年長（４～６歳児） 

                小学１年生～高校3年生 

【特典】 
 

① パーソナルレコード 
   （個人の行動記録）の発行  
② 会員割引 
③ 機関紙の発送 
④ プレゼントのチャンス！ 
⑤ 会員限定企画 

感染症対策実施中   

※詳細は、裏面をご覧ください。 

 小学生・中学生・親子 対象 
   金曜夜発・日曜帰り全６コース 



1.5泊３日 夜発/夜着 1.5泊３日 夜発/夜着 

 スキーが初めてでも久しぶりでも安心。子どもキャンプを数多く経験

しているキャンプリーダーによる無料スキーレッスンは、遊び心を入れ

ながら楽しく滑ります。滑りを覚えたら、親子で一緒になってスキーを

楽しみましょう。もちろん、フリースキーでもＯＫ！他にも、レクリエーショ

ン等も楽しみましょう。お部屋は、親子毎になります。 

 ヤックス自然学校スタッフ・専属のキャンプリーダーが運営指導いた

します。 

 

 

 

 

 

 

 福島県南会津郡南会津町 たかつえスキー場 

   会津アストリアロッジ 

 ●定  員  ４５名（最少催行人員28名） 

 ●参加費用（税込） 

   大人（中学生以上） 円(会員) 円(一般)      

    小人（4歳 以上） 円(会員) 円(一般) 

      ※往復交通費・食費３食（朝２夕１）・宿泊費・プログラム費含む 

       ※レンタル代、期間中のリフト代は含まれません 

  小学生   円(会員) 円(一般)  

               中学生は＋2,000円 
      ※往復交通費・食費５食（朝２昼２夕１）・宿泊費・プログラム費含む 

       ※レンタル代、期間中のリフト代は含まれません 

 

 ●レンタル スキー４点セット 4,500円 

   （期間中）  スキーウェア       3,000円 

    スキー小物      2,000円

1日目(金） ２日目（土） 3日目（日） 

 
 
18:30 JR千葉駅 集合 
電車移動 
（東京駅から新幹線） 

21:58 JR浦佐駅 到着 
バス送迎 
 
宿 到着 
お部屋ですぐに就寝 

朝食 
スキーレッスン① 

 
昼食 
スキーレッスン② 
 

入浴・夕食 

レクリエーション大会 
就寝 

朝食 
スキーレッスン③ 
新幹線移動だから、 
時間いっぱいスキーを 
楽しむぞ～！ 
 

昼食 
15:27 JR五日町駅 出発 
電車移動 
（越後湯沢駅から新幹線） 

19:00 JR千葉駅 解散 

スケジュール（例） 

● 新幹線に乗れば、雪国まであっという間。 

● ラクラク移動！渋滞なし！ 

  時間いっぱい、スキーレッスン。 

 金曜日の夜に千葉を貸切バスで出発して、一

路スキー場へ。深夜、現地到着後すぐにお部屋

（男女別）に入っておやすみなさい。朝食を食べ

たら、白銀の世界へレッツ・スキー！他にも、雪遊

びやレクリエーション等で思いっきり楽しもう。 

 

●日 程 ①１/２０(金)夜～２２(日) 

           ②２/１７(金)夜～１９(日)
 

●場 所 新潟県南魚沼市 六日町八海山スキー場 

●宿泊先 割烹旅館 いろは亭 
       ※いろは亭は、子どものキャンプにご理解のある旅館です。 
 

●対 象   小学１～６年生    
●定 員  各回 21名（最少催行人員14名） 

● スキー初心・初級・中級 
 

●参加費（ ） 円(会員) 円(一般)     

  ※往復交通費・食費５食（土曜 朝食～日曜 昼食まで）・宿泊費・プログラム費含む 
  ※レンタル代は、含まれません 
 

●交 通    電車・新幹線       集合    解散 

● ＪＲ千葉駅中央改札口（18:30/19:00） 
 

●レンタル スキー４点セット 4,500円 

 （期間中） スキーウェア                     3,500円 
    ※小物（ゴーグル、グローブ）のレンタルはございません

リフト代無料！ 

超～嬉しい！ 

八海山スキー場は、小学生 

までのリフト代が無料。 

 スキーが初めての子どもから初級・中級者まで楽しめるコース設

置。プルークボーゲン（八の字）が完成したら、ロープウェイに乗って

頂上からロングコース（最長5.5km）にチャレンジしよう。アフタース

キーの楽しみは、南魚沼産コシヒカリの美味しいご飯！ 

ひ
と

り
で

ス
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 新潟県南魚沼市 六日町八海山スキー場  

（宿からスキー場までバスで送迎）

 ●定  員  ３５名（最少催行人員28名） 

 ●参加費用（税込） 

   大人（中学生以上） 円(会員) 円(一般)      

    小人（4歳・年中以上） 円(会員) 円(一般) 

      ※往復交通費・食費４食（朝２昼１夕１）・宿泊費・プログラム費含む 

       ※レンタル代、期間中のリフト代は含まれません 

  小学生   円(会員) 円(一般)  

               中学生は＋2,000円 
      ※往復交通費・食費５食（朝２昼２夕１）・宿泊費・プログラム費含む 

       ※レンタル代、期間中のリフト代は含まれません 

 

 ●レンタル スキー４点セット  大人  5,500円 

     （期間中）  小人  4,500円 
 

      スキーウェア     大人 4,500円 

     小人 3,500円 
 

    スキー小物    取り扱いなし

ひ
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１日券2,200円（土曜日）/半日券1,100円（日曜日）でご案内いたします。 

広くなだらかなコースが魅力！無理なく、長い距離を滑るうちにスキーを体
で覚えます。経験者は、様々な起伏や斜度にチャレンジできます。 

 

１.5日券 大人4,400円でご案内いたします。 

 

 

 

 

スキーレッスン中は、 

・しっかりとした転び方を教えます。 

・自分でコントロールできる 

 スキーヤーを育てます。 

・安全確保のために、ヘルメット全員着用。 

 
スキーレッスンは、年齢・体力・経験に

応じてレベル別に指導いたします。 

※天候、交通事情、参加人数などにより集合解散場所や交通手段、プログラム内容が変更になることがあります。 

※会員とは、ヤックス自然学校会員のことです。 

※レンタル代は、別途料金になります。 

   だから安心！ 
 

 

４６年の信頼と実績が証明。健康と

安全を最重視し、子どものキャンプを

数多く経験しているヤックス自然学校

専属のキャンプリーダーが24時間子ど

もに付き添います。単なるアルバイト

感覚で、キャンプに携わる人は誰ひと

りいません。  

  年間を通じて 

  携わるスタッフ！ 
 

 スキー技術とスキー指導のスキル

アップを目指して、トレーニングを受

講している千葉大学教育学部の学生を

中心としたキャンプリーダーと自然体

験活動の企画･運営･指導をしている

キャンプディレクター（常勤スタッ

フ）が共に活動しています。 

   だから楽しい！ 
 

寝食をともにするキャンプリーダー

が、スキー指導にあたります。スキー

レッスンは、キャンプリーダーによる

遊び心いっぱいの楽しい内容。 

 また、スキー技術の向上のみにとら

われず、冬の自然・神秘さとのふれあ

いや異年齢のこども同士のふれあいを

大切にしています。   

  スキーだけじゃ 

    物足りない！ 

大自然が残る雄大なロケーション。 

普段とは違った環境、異年齢集団で共

に生活することは、子どもにとって貴重

な体験になります。 

スキーレッスン以外にも雪とふれあう

プログラム（ソリ滑り・雪合戦等）や夜

のお楽しみ会などを予定しています。 

 スケジュール（例） 
    午前 午後 夜 

  

朝食・レンタル合わせ 

無料スキーレッスン 
もしくは、家族でフリースキー 

朝食・チェックアウト 

ひと滑り 
親子で一緒にスキー 
ひとりでスキーはスキーレッスン 

昼食（※親子スキーは各自） 
2/26分は、宿で全員分の昼食が出ます 
 

現地 出発／移動 

ＪＲ千葉駅NTT前  
ヤックスドラッグ佐倉店  到着 

ＪＲ千葉駅NTT前  
ヤックスドラッグ佐倉店 出発 
深夜2: 00頃 現地到着 
チェックイン＞お部屋で就寝 

レクリエーション等 
※親子スキーツアーは、自由参加 
 

就寝 

昼食（※親子スキーは各自） 

無料スキーレッスン 
もしくは、家族でフリースキー 
入浴・夕食 

●対    象 親子スキーツアー：親子２名～ 

   ひとりでスキー ：小学１～６年生・中学１～３年生 

●  
 

●交    通 貸切バス        集合     解散     

●集合 ／ 解散  JＲ千葉駅ＮＴＴ前    （20:30/18:30） 

ヤックスドラッグ佐倉店  （21:30/19:30） 
 

      ※ご希望の集合解散場所からの乗降者が5名以下の場合は、 

        他の場所に変更をお願いする場合がございます。 

    ※「親子スキーツアー」と「ひとりでスキー」を一緒に運営。

※親子スキーツアーの 

 スキーレッスンは 

 自由参加 

 【共通事項】 

親もスキーを楽しみましょう！ 
 
 

大人だけのスキーレッスンで、滑りを覚えたり、思い出したら、親子でエンジョイスキー♪ 

https://www.youtube.com/watch?v=vvMN2L368PA 

※2021年度 春のスキーキャンプ（子ども対象）の様子です 

動画(YouTube)でスキーの世界へ！ 


