
参加要項

株式会社 ハロートラベル
株式会社 FREE CAMP
NPO法人国際自然大学校

問い合わせ・連絡先

当日連絡先

　070-9037-0577（前日 18:00～ 担当：野田）

旅行主催：ハロートラベル京都営業所
〒604-8423 京都市中京区西ノ京西月光町 18-2-1

　075-384-0015 （10:00～18:00 火・日・祝 定休）

運営：NPO法人国際自然大学校 福岡校 | 株式会社 FREE CAMP

公式 LINE 登録のご協力をお願いいたします。

□ おすすめ情報
□ 災害時、緊急時の連絡
□ プログラムの最新情報
　                      など

最終行程表

北海道ダイナミックスキー
2023.3

雨天時
雨天決行いたします。

荒天により航空機が欠航した場合、あるいは欠航の恐れが

ある場合は、中止となる可能性がございます。

服装
【集合・解散・室内時】

普段着です。
暖かい格好で
お越しください。

・長袖
・長ズボン
・セーター、フリースなど
（スキー用と兼用で大丈夫です）

【スキー活動時】

・ヘルメット ※貸し出し
・ネックウォーマー（あれば）
・スキーウェア上下 ※レンタルあり
・雪用ゴーグル ※レンタルあり
・雪用グローブ ※レンタルあり【就寝時】

寝間着

・薄手の長袖インナー
・セーターやフリース
・タイツまたはスパッツ
・厚手のハイソックス

スキーを滑っている間はたく
さん汗をかき、逆にリフトに
乗っている時や、滑る順番を
待っている間は汗が冷えて寒
くなります。首を温めるため
にハイネックが好ましく、で
きれば速乾性の素材のものが
いいです。
ユニクロのヒートテックなど
のハイネックを着用する場合
は、一番下に速乾性（汗を吸
いやすく乾きやすい）のシャ
ツを着用し、その上にハイ
ネックを着用していただくの
が好ましいです。

スキーブーツがスネのあたりまできま
すので、靴下はそれよりも長いものが
好ましいです。
靴下が短かすぎると、靴下がずれたり、
スキーブーツがスネにあたって痛くな
る原因にもなります。

インナーは…

全国旅行支援事業 適用事業
※以下の2点のご準備をお願いします。
①本人確認及び身分証明書（原本のみ）
・健康保険証（原本）
・住民票（原本）など

② ワクチン接種証明 or 検査の陰性証明
・PCR 検査等・・・検体採取日より 3日以内
・抗原定性検査・・・検体採取日より 1日以内

※準備が困難な場合など、割引適用をされない場合は、
別途、割引適応前の料金をご案内いたします。



北海道ダイナミックスキー
2023 春休みプログラム

【日程】　2023/3/26（日）～ 3/29（水）
【場所】　札幌国際スキー場（北海道）
【宿泊】　ニューオオタニイン札幌
【対象】　新小学４年生～新中学 3年生
【参加費】 108,000 円（税込）12歳以上別途
【定員】　10名
【最少催行】　5名

予定プログラム

概要

※ 当日多少変更する可能性があります。

３日目

　 ・朝食（ホテルにて）
 ・片付け チェックアウト 徒歩 10分
10:23 札幌駅 発（JR）
11:01 新千歳空港 着・昼食（空港内レストラン）
 お土産タイム
14:30 新千歳空港 発（ANA290便）
17:00 福岡空港 着
17:30 福岡空港 解散

09:00 福岡空港 集合
10:00 福岡空港 発（ANA289便）
12:20 新千歳空港 着
 　昼食（お弁当持参）
13:42 新千歳空港 発（JR）
14:20 札幌駅 着　
 徒歩 10分
 チェックイン・札幌市内探検
 夕食（ホテル周辺レストラン）
 宿泊（ホテル泊）

４日目

２日目

１日目

2 日目・3日目
06:00 起床
06:30 朝食・スキー準備
07:35 ホテル前 シャトルバス発
09:00 札幌国際スキー場
　スキー・雪遊びを存分に。
　※昼食 スキー場レストラン
17:30 札幌国際スキー場 シャトルバス発
19:18 ホテル前 着
　夕食（ホテル周辺レストラン）
　自由時間・入浴
　就寝

もちもの

すべてに名前を書いてください。貴重品・ケータイは持参禁止
レンタルは事前予約が必要です。

スキーウェア上下

雪用グローブ

雪用ゴーグル
（サングラス不可 ×）

薄手の長袖インナー

タイツまたはスパッツ フリース

スキー用くつ下 ネックウォーマー

パンツ・シャツ 長袖シャツ

長ズボン 寝間着

水筒 お弁当（初日）

おみやげ代

ハンカチ
・ティッシュ
・マスク予備

常備薬・酔い止め薬

日焼け止め・
リップクリーム

必要な方のみ。

ひ　 や　　　  ど

ハイネックなどの薄手の長袖の上に、着
用します。セーターやフリースなどをお
持ちください。（1枚）

必ず必要です。
（レンタル要予約）

スキーをする際に必ず
必要です。
（レンタル要予約）

スキーウェアの下に着用し
ます。汗や雪で濡れますの
で、2,3枚お持ちください。

汗や雪で濡れますので、2,3枚お持ちくだ
さい。分厚めのハイソックスでも可。
※スネが隠れる長さのもの

各2～3枚

スキー後の部屋や、最終
日の帰る際に着用します。
各1～2枚

スキー後の部屋や、最終
日の帰る際に着用します。
各1～2枚

スキーウェアの下に着用し
ます。汗や雪で濡れますの
で、2枚お持ちください。

防寒用に、あればお持ち
ください。

寝る時に着用します。
パジャマやトレーナー、
ジャージでも可。

上着は着て来ていただい
てもかまいません。
（レンタル要予約）

現地でお茶を補給いたし
ます。

捨てられる容器に入れて
お持ちください。

治療のために服用されている薬や、通常飲まれてい
るお薬など。必要に応じて指導員が管理いたします。
集合時にお申しつけください。

（必要であれば）
最大2000円程度：完全自己管理
お土産以外で使うことは無いです。

じょうげ

うすで　　　  ながそで

よう　　　　　した

ながそで

なが ね　ま　き

すいとう べんとう

じょうびやく　　　よ　　　　ど　　 くすり

ビニール袋
下着などの汚れ物入
れに使用。(適量)

ふくろ

ぜんこく りょこう しえん　　　しょるい

ふか

タオル おふろ・歯磨きセット
小2～3枚程度。 現地のお風呂には、ボディーソープ、リン

スインシャンプーの備え付けがあります。
その他必要なものはお持ちください。

はみが

【場所】　
集合：福岡空港 国内線 1F ANAカウンター前
解散：福岡空港 国内線 1F 到着ロ
【時間】

【引率担当スタッフ】
れお　連絡先： 070-9037-0577

集合解散

 3/29（水）17:30
 3/26（日）09:00集合

解散
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あたり一面真っ白の雪の世界。
ふかふかのパウダースノー！
北海道の冬を満喫しに行こう！

全国旅行支援 書類 2つ
1.健康保険証（原本）or 住民票（原本）
2.ワクチン接種証明 or 陰性証明


