
イイね！！  イイね！！  

イイね！！ が  いっぱい　
スキー スノボ ツアー

26,800円~お１人様

SKI・BOARD  SHOP が贈るSKI・BOARD  SHOP が贈る

2/16 （金）20:30発～18（日）20:00頃帰着［宿1.5泊］
3/16 （金）20:30発～18（日）20:00頃帰着［宿1.5泊］

スキー スノボ ツアー先着40名

ドリームゲート各店舗が集う
神田スキーショップ街が
集合／出発がイイね！

すごくうれ
しい

特典付

株式会社 四季倶楽部 旅　 TEL：03-5577-2292　FAX：03-5577-2930  
平日／ 10：00～18：00    土／ 11：00～17：00    日祝／休み

https://www.shikiclub.co.jp/bustour/kikaku/ 〒101-0052　東京都千代田区神田小川町 3-2-2　サニービル 4階

お申込み
お問合せ

自分の滑っている姿ってなかなかみられませんよね！
撮影した映像はDVDにしてプレゼント！

宿でおいしい朝食を食べたら
いざ、ゲレンデへGO！

到着時／最終日出発前
もお風呂入浴OK！

晴
れ
た
日
に
は
、

日
本
海
を
望
め
ま
す
！

晴
れ
た
日
に
は
、

日
本
海
を
望
め
ま
す
！

ラクラクプランの日程表

IN  糸魚川シーサイドバレースキー場

神田スキー店街　　　　　　　　　　　　             　　スキー場　 

朝　食

朝　食

― 

26,800円~
１名様
参加でも
OK！！

なんと　
こんなにイイね！が付

いて

現地1.5泊
3食付

現地1.5泊
3食付

お１人様

ラクラクの半泊付プラン
出発した日の夜は、宿泊先でご就寝！

宿の布団でぐっすり眠れます

宿泊先がゲレンデ
目の前で楽チン
宿泊先がゲレンデ
目の前で楽チン

宿泊先：
塩の道温泉ホワイトクリフ

「塩の道温泉」

非常に滑らかな泉質で
お肌がつるつる、スベスベ！

お風呂が
温泉で最高！

日程                                                行     程                                                            食事              宿泊

到着後
お風呂入れます

ホワイト
クリフ泊

ホワイト
クリフ泊

朝食
夕食

―
―

朝食
―

出発まで
スキー・スノボを
お楽しみ下さい

終日 スキー・スノボをお楽しみ下さい 夕食 親睦パーティー

スキー場発

（20：30出発） （25：00頃着）

（20：00頃着）

（7：30頃） （18：00～） 

（7：30頃） （15：00頃）
神田スキー店街

イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  
イイね！！

  
イイね！！

  ビデオ撮影会（参加自由）
リフト乗り放題付！（1.5日券付）

 スキープロによる 無料        レッスン！
    （ドリームゲート所属）

ワクワク抽選会（参加者全員に当たります！）
上位の景品はなんと・・・・・！

来シーズンNewモデル試乗会！
（2018-2019）

参加者全員に！
ドリームゲート各店舗で
利用できる割引クーポン券付！
（2018年 12月まで利用可）
夕食・親睦パーティーは
飲み放題！！
次世代ワックス
（WAXフューチャー）の
ワキシング割引サービス！
先着10名　

WAXフューチャー 
￥4,000 →￥2,000 に！

ワン
ポイント

1

2

3

［旅行代金に含まれるもの：往復のバス代・男女別相部屋宿泊代（1.5泊3食付）・リフト券代（1.5日券）］※1名～4名の個室希望は詳細WEBへ［旅行代金に含まれるもの：往復のバス代・男女別相部屋宿泊代（1.5泊3食付）・リフト券代（1.5日券）］※1名～4名の個室希望は詳細WEBへ

詳しくは裏面をご覧下さい

高速道路をフルに利用して、
とにかく早くスキー場へ！

糸魚川シーサイドバレースキー場

初心者も
大歓迎!

限定
日程

DREAM GATES×SHIKICLUB Presentsコラボコラボ



DREAM GATES/SHOPラインナップ

Ski・Snowboard

 Tour！  　 

2/17（土）・3/17（土）
に実施します

。

イイね！！ が 
 いっぱい　

Ski・Snowboard

 Tour！  　 

D R E AM  G A T E S 所属プロ

DREAM GATESスタッフ
おすすめの来シーズン
Newモデルが
ひと足先に試乗できますよぉー！

●午前の部:初・中級者レッスン（2時間）
●午後の部:中・上級者レッスン（2時間）

自分自身の滑っている
姿を見たくないですか？
希望があればDVDに
ダビングしてプレゼント

DREAM GATES各店舗で利用できる！
さらに2018年12月まで利用できる 先着10名様

上位の景品は・・・・・！？

ツアーに参加するとこんな特典が！！ツアーに参加するとこんな特典が！！
ツアーの

内容は

裏面を
見てねツアーの
内容は

裏面を
見てね

イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  イイね！！  イイね！！  

イイね！！  イイね！！  

ビデオ撮影会ビデオ撮影会

来シーズンNewモデル試乗会！
（2018-2019）

※イメージ

※WAXフューチャーとは？
赤外線照射式のオートメーションワックスマシーン滑走面を
「焼かない」板に優しい新しい技術！滑走面に赤外線を照射し、
ワックスをより良く短時間で浸透させるマシンです

◎集合場所がショップに近いので集合時間より早
めに来ていただいて出発前に板のメンテナンスを！

次世代ワックス（WAXフューチャー）の
ワキシング割引サービス！
次世代ワックス（WAXフューチャー）の
ワキシング割引サービス！

（￥4,000がなんと→￥2,000で）

限定!!

夕食・親睦会で開催します！
みんなで盛り上がりましょう！

※画像はイメージです。

参加者
全員に割引クーポン券

　　　プレゼント！
　

田中 俊行 プロフィール
日本プロスキー教師協会
37期デモンストレーター
SLAアルペンイグザミナー 
ステージⅢ

VAIL
〒101-0052　
東京都千代田区神田
小川町2-1 木村ビル1F
TEL：03-5577-6411
FAX：03-5577-6412 

Liberty
〒101-0052 
東京都千代田区神田
小川町2-6
TEL：03-5282-8630 
FAX：03-5282-8631

FUSO-SNOWBOARD
FUSO SKI&BOOTSTUNE
〒101-0052
東京都千代田区神田
小川町2-3-13ギア館
TEL：03-3219-8499
FAX：03-3219-8498
ウエア&アクセ館
TEL：03-3518-9391
 FAX：03-3518-9392

ONEMAKEショップ
〒101-0052
東京都千代田区神田
小川町2-4-5杉商ビル
TEL:03-5282-2477　　
FAX:03-3295-7050

スポーツクルー
〒101-0052
東京都千代田区神田
小川町3-2-6
TEL:03-3293-6887　
FAX:03-3293-6879

スキースノーボードショップ
WHITECLIFF
〒949-0554
新潟県糸魚川市
大字山口120
TEL：025-556-6252
FAX：025-556-6252

PROSKI SHOP ASPEN
〒101-0052
東京都千代田区神田
小川町3-6
TEL：03-3233-1607
FAX：03-3293-9355

?
ワクワク抽選会（なんと参加者全員に当たります！）

イイね！！  イイね！！  

スキープロによる

DREAM GATES/SHOPラインナップ
10,800円以上の商品が対象になります。（セール品は除きます）10,800円以上の商品が対象になります。（セール品は除きます）

先着8名まで各

無料ワンポイントレッスン！無料ワンポイントレッスン！
2/17（土）・3/17（土）
に実施します

。

WHITE CLIFF
SKI SNOWBOARD SHOP

F.JANCK
〒101-0052
東京都千代田区神田
小川町3-2-1 エフジャンクビル
TEL：03-3259-2068
FAX：03-3259-7500

MAIL共通：shop@fuso-snowboard.com

MAIL：mail@f-janck.com MAIL：ski@shop-vail.com　
URL：http://www.shop-vail.com

MAIL：shop@sports-crew.com

MAIL：shop@liberty-snow.com

MAIL：shop@aspen-skishop.com

MAIL：shop@onemake-snow.com

URL：www.white-cliff.netMAIL共通：shop@fuso-snowboard.com

MAIL：mail@f-janck.com MAIL：ski@shop-vail.com　
URL：http://www.shop-vail.com

MAIL：shop@sports-crew.com

MAIL：shop@liberty-snow.com

MAIL：shop@aspen-skishop.com

MAIL：shop@onemake-snow.com

URL：www.white-cliff.net
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