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9 夜発 9       9 9 P9 G安⽐⾼原
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14 14 14 14
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20 20 20 20
21 21 21 21
22 22 朝発 22 22
23 23 P9 G蔵王温泉 23 23
24 24        樹氷 温泉 24 24
25 25 25 25
26 26 26 26
27 27 夜発 27 27
28 28 P6 野沢温泉 28 28
29 29       29
30 30 30
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         ⾏事案内   申込       
  ⼜  ⾏事申込            申込 可能    

 < 表⽰凡例 >

◎ 夜発 ︓前⽇夜発
◎ 朝発 ︓当⽇朝発

     企画
    企画
SAJ       

(⼀財) 東京都   連盟公認
          

22-23           案内
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○25周年記念割引︕○
　当シーズンはクラブ創⽴25周年となるため感謝を込めて、

会員に対して1シーズン1⾏事に限り⾏事参加費の2,000円割引を⾏います。

♪今年   思 存分     楽    ♪

☆★2023    ⾏事 特徴★☆

　記録的な猛暑だった2022年の夏。今年の冬(2022年12⽉〜2023年2⽉)は、ラニーニャ現象等の影響で、冬型の気圧
配置が強く、寒さが厳しくなるようです。⽇本海側では雪が多くなる⾒込みの⻑期予報が出ており、今シーズンの積雪は⼗分期
待できるのではないでしょうか。
　コロナ禍の影響で、2021年/2022年シーズンは満⾜に⾏事を開催することが出来ませんでした。しかし、世間は徐々に元の
⽣活に戻りつつあります。降雪も期待でき、コロナの⼼配も少なくなってきている︖今年は、数年ぶりに「思う存分、スキーを楽し
める」シーズンになりそうですね︕

タントスキークラブ　会⻑　池澤康之

ご不明点がありましたら、ホームページの「お問い合わせ」フォームからお問い合わせ下さい。

※プライズテストはスキー連盟⾏事の位置づけとなるため対象外となります。

※家族会員は対象外です(筆頭の正会員(家族会員同伴)の⽅のみ対象)。

◎対象の⽅︓正会員、正会員(家族会員同伴)、学⽣会員、シニア会員

◎対象⾏事︓丸沼⾼原(12⽉)、⽩⾺五⻯(1⽉)、野沢温泉(1⽉)、尾瀬岩鞍(2⽉)、丸沼⾼原(3⽉)

☆★2022/23    ⾏事    ★☆
◎25周年記念割引 ⾏   ︕※詳細 下記参照

◎⼦供向       検定（      ） ⾏   ︕
◎    ⾏事       端末 導⼊   ︕

○雪上           端末 導⼊︕○
　教育部では新たな試みとして雪上⾏事にデジタル機器を取り⼊れることを検討、

スタッフの発想と経験値から⽤途や機種/メーカーを選定し
イヤホン型のウェアラブル端末を導⼊することにしました。

これは⼀部のスキー団体に採⽤実績がありますが⼀般スキークラブとしては初の試みです。 
今シーズンより数台をテスト導⼊し雪上で活⽤しながら効果検証していきます。

活⽤⽅法は現在検討中ですので興味のある⽅は教育部(能登⾕／⼩林)までご意⾒をお待ちしています。

　タントが皆さんのベースキャンプとなり、ファミリーからゴールデン、初級者から上級者の⽅が⼤⾃然の中でスキーを楽しんでいた
だけるよう、皆様のご参加を⼼からお待ちしております。 
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行事開催     新型       感染症対策    

   感染状況 ⾏事 中⽌  場合 
⾏事開始 約1 ⽉前 HP     等          

⾏事開催 基本的 考 ⽅
出発地 到着地 何    外出⾃粛要請  出      

◆今シーズンの⾏事も、(公財)⽇本スポーツ協会/東京都スキー連盟等の⽅針、ガイドライン等に
　 則り開催します。 →スキー場・宿では、それぞれのガイドライン等に従って⾏動してください。

         行事 注意事項 

現地   交通手段 配車     
　昨シーズン⾒合わせていた幹事による配⾞を2022-23シーズンは再開します。今シーズン⾏事の交通⼿段はほ
とんどが⾃家⽤⾞分乗での往復を予定しています。参加費に交通費は含まれておりません。交通費は配⾞を受け
た全員で割り勘とし、現地で精算作業を⾏いますのでご協⼒をお願いします。 　尚、家族単位で移動したい場合
は、幹事にご相談ください。参加者数によって、配⾞の台数が変わりますので、交通費の予想額を知りたい場合は
幹事までお問い合わせください。

行事 保険    
　昨シーズンまで参加者個⼈で加⼊をお願いしていた保険ですが、今シーズンは⾏事毎に団体旅⾏保険へ加⼊
することとします。加⼊⼿続きは幹事が纏めて⾏います。保険料は⾏事参加費に含まれます。

懇親会 別宿  宿泊等    
　今シーズンも各⾏事での懇親会は⾏いません。また、別宿へ宿泊しての参加、⽇帰り参加は認めません。

講習    
　講師は講習中、マスクやネックチューブ等を着⽤します。また、夜のビデオミーティングは各講習班毎に安全⾯に配
慮して実施します。※希望者のみ実施

   中 SAJ       実施      
   必要 応  事前講習       

⾏事案内    説明

上級者向け

初⼼者ＯＫバッジテスト

    合   懇切丁寧 指導      
  初参加  安⼼  参加         
   雰囲気  提供    

        ⼤会出場 指導員資格取得
 ⽬指             皆    
満⾜           提供    ファミリー

 家族  参加        ⼦様向   
   可能     相談     

ゴールデン

   世代（        ）     
向         部屋  宿  ⽤意   
   フリースキー

            練習          
     仲間         楽    ⽅
  参加       



募集⼈員 22名
参加費⽤ 参加区分 レッスン有り

会員 30,000
会員紹介(ビジター) 33,000

※参加費に含まれるもの︓宿泊費（朝2⾷・⼣1⾷）、講習費、保険料
※参加費に含まれ無いもの︓交通費、リフト代、昼⾷代

振込期限 2022年11⽉18⽇(⾦)
交通⼿段 ⾃家⽤⾞分乗（幹事が配⾞いたします）
宿泊場所 ⽊もれ陽の家ゆきだるま　〒378-0414　群⾺県利根郡⽚品村東⼩川4658-66

TEL︓0278-58-2401
幹事（お申込み・お問い合わせ）︓伊藤穀之、加藤⼀⾺
     Email︓marunuma@tanto-power.com 
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      企画 定番 
特別    会 in 丸沼⾼原♪ 
さて、今年も新しいシーズンの幕開けです。
初滑りはやっぱり毎年恒例の丸沼特別レッスンに
参加しよう︕もちろんスペシャルな外部講師を
お招きしてスキーの上達をサポート致します。
指導員・準指導員受検、テククラ検定に挑戦する⽅、
今よりレベルアップしたい⽅、是⾮ともご参加ください。

≪申し込み後１週間以内に幹事からの連絡がない場合には再度ご連絡下さい≫ 

上級者向け

1       ︕丸沼特別    ︕
 ⽇程 2022年12⽉9⽇(⾦)夜出発〜12⽉11⽇(⽇) 1.5泊

昨    集合   

 SAJ１級以上 会員限
定(⼀部 会員紹介  
 参加可) 

昨    講習   昨    講習   

昨    講習   昨    講習   昨       

昨    集合   



募集⼈員 40名
参加費⽤ 参加区分 レッスン有り レッスン無し ⼦供(⼩学⽣まで)

会員 43,000円 30,000円 ・レッスン有︓左記⾦額－⼦供宿泊費差額－レッスン料
割引額10,000円
・レッスン無︓左記⾦額－⼦供宿泊費差額
※ビジターは上記プラス3,000円となります。ビジター 46,000円 33,000円

※参加費に含まれるもの︓宿泊費（朝3⾷・⼣2⾷）、講習費（レッスン有りの場合）、保険料
※参加費に含まれ無いもの︓交通費、リフト代、昼⾷代

振込期限 2022年12⽉23⽇(⾦)
交通⼿段 ⾃家⽤⾞分乗（幹事が配⾞いたします）
宿泊場所 スキーハウス ウルル　〒399-9211　⻑野県北安曇郡⽩⾺村神城22201-2

TEL︓0261-75-2774　　FAX : 0261-75-2263
幹事（お申込み・お問い合わせ）︓遊佐卓⼤、講師
               Email︓goryu@tanto-power.com   
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             楽      ♪ 
バリエーション豊富なレッスンでレベルアップ︕
検定チャレンジで“脚試し”︕   フリースキーも︕
          最⾼のスキーを楽しみましょう♪
今回 宿泊先 快適    ＆美味  料理 
   会員   評判              
ファミリーやキッズ、初参加・初⼼者の⽅も⼤歓迎ですので
多数ご参加お待ちしております︕

≪申し込み後、１週間以内に幹事からの連絡がない場合には、再度ご連絡下さい≫ 

≪⽩⾺五⻯レッスン概要≫
　2シーズンのブランクがある⽅もいると思います。この⾏事は⽇数と恵ま
れたゲレンデ環境が期待できますので、しっかり⾜慣らしをして滑りを思い
出しながらシーズンの⽬標を決めてみて下さい。検定もチャレンジできます
。 ⽩⾺五⻯の壮⼤な斜⾯が滑⾛意欲を盛り⽴ててくれますが決して無
理はしないこと︕スキー動作を確認し楽しみながら滑りの幅を広げていき
ましょう。タント講師も⼀緒にお⼿伝いします。

ファミリーゴールデン上級者向け 初⼼者ＯＫ バッジテスト フリースキー

   外観 ⼣⾷例（昨    ）

2   定番⾏事︕1⽉連休 ⼈気 ⽩⾺五⻯︕
 ⽇程 2023年１⽉6⽇(⾦)夜出発〜１⽉9⽇(⽉ 祝⽇) 2.5泊

昨    集合   

昨    講習⾵景

         ⼤歓迎︕（昨    ⾵景） 楽  ⽅⾃由⾃在︕（昨    ⾵景）



募集⼈員 20名
参加費⽤ 参加区分 フリー（レッスン無し） ⼦供(⼩学⽣まで)

会員 21,000円 左記⾦額－⼦供宿泊費差額
※ビジターは上記プラス3,000円と
なります。ビジター 24,000円

※参加費に含まれるもの︓宿泊費（朝2⾷・⼣1⾷）、保険料
※参加費に含まれ無いもの︓交通費、リフト代、昼⾷代

振込期限 2022年12⽉26⽇(⽉)
交通⼿段 ⾃家⽤⾞分乗（幹事が配⾞いたします）
宿泊場所 喜楽荘　〒389-2502　⻑野県下⾼井郡野沢温泉村⼤字豊郷6583

TEL︓0269-85-3326　　FAX : 0269-85-4301
幹事（お申込み・お問い合わせ）︓遊佐卓⼤
               Email︓nozawa@tanto-power.com   
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       野沢温泉     満喫♪ 
⽇本屈指      誇 野沢温泉   場︕
       野沢温泉 ⾃由    
       温泉巡   仲間 楽       
宿泊先 癒  囲炉裏          満点 
美味  料理＆       評判 喜楽荘   
ファミリーやキッズ、初参加・初⼼者の⽅も⼤歓迎︕
募集⼈数が少ないのでお早⽬にお申込みを〜

≪申し込み後、１週間以内に幹事からの連絡がない場合には、再度ご連絡下さい≫ 

ファミリーゴールデン 初⼼者ＯＫフリースキー

3         ︕      野沢温泉︕
 ⽇程 2023年１⽉27⽇(⾦)夜出発〜１⽉29⽇(⽇) 1.5泊

昨    集合   

喜楽荘外観 ⼣⾷例（昨    ）

癒  囲炉裏    （昨    ）是⾮“    ” ︕外湯巡  満喫︕



募集⼈員 20名

参加費⽤ 参加区分 ⼤⼈レッスン ⼤⼈フリー
(⼦供付添の場合に限る)

⼦供(⼩学⽣まで)

会員 27,000円 17,000円 ・レッスン有︓左記⾦額－⼦供宿泊費差額－レッスン料
割引額6,000円
・レッスン無︓左記⾦額－⼦供宿泊費差額
※ビジターは上記プラス3,000円となります。ビジター 30,000円 20,000円

※参加費に含まれるもの︓宿泊費（朝2⾷・⼣1⾷）、講習費（レッスン有りの場合）、保険料
※参加費に含まれ無いもの︓交通費、リフト代、昼⾷代

振込期限 2023年1⽉27⽇(⾦)
交通⼿段 ⾃家⽤⾞分乗（幹事が配⾞いたします）
宿泊場所 シャレ―　ラ・ウルス　〒378-0412　群⾺県利根郡⽚品村⼟出368

TEL︓0278-58-7323　　FAX : 0278-58-7547
幹事（お申込み・お問い合わせ）︓⾼⽊英夫・えみ、講師
               Email︓ozeiwakura@tanto-power.com   
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尾瀬岩鞍     企画♪ 
コロナの影響で2シーズン開催を⾒送った尾瀬岩鞍⾏事。
3度⽬の正直という事で今シーズンこそは開催しましょう。
昨年まで計画しておりましたキッズ向けのレッスンはもちろん、
今シーズンは⼤⼈のレッスンも⾏う、レッスン三昧の週末を
お過ごしいただきたいと思います。⼤⼈から⼦供まで
レッスンにピッタリなホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー場と
おもてなし感満載なお宿で皆様をお待ちしております。
⼤⼈もキッズも検定やりますよ︕

≪申し込み後、１週間以内に幹事からの連絡がない場合には、再度ご連絡下さい≫ 

≪尾瀬岩鞍レッスン概要≫
　タントキッズ達はレベルアップが早いので、今年は級別検定にチャレンジできる様
な展開をしていきます。もちろんʼ初キッズʼの参加も歓迎です。レベルを気にせず気
軽に始めて下さい。ジュニア検定も実施しますので⽬標に合わせて経験豊富なタ
ント講師が対応します。２⽉は絶好のゲレンデコンディションが期待できますので、
⼤⼈の参加者もじっくり講習を受けてステップアップしたい⽅にお勧めです。楽しみ
ながら気づきが得られるようアプローチしていきます。

ファミリーゴールデン上級者向け 初⼼者ＯＫ バッジテスト

4 久   ︕尾瀬岩鞍 ⼤⼈         三昧︕
 ⽇程 2023年2⽉17⽇(⾦)夜出発〜2⽉19⽇(⽇) 1.5泊

昨    集合   

   ―      外観

前回   ⾏事講習⾵景

前回   ⾏事集合写真

関東最⼤級       ︕
        尾瀬岩鞍

尾瀬岩鞍    



募集⼈員 22名
参加費⽤ 参加区分 レッスン有り レッスン無し ⼦供(⼩学⽣まで)

会員 31,000円 21,000円 ・レッスン有︓左記⾦額－⼦供宿泊費差額－レッスン料
割引額6,000円
・レッスン無︓左記⾦額－⼦供宿泊費差額
※ビジターは上記プラス3,000円となります。ビジター 34,000円 24,000円

※参加費に含まれるもの︓宿泊費（朝2⾷・⼣1⾷）、講習費（レッスン有りの場合）、保険料
※参加費に含まれ無いもの︓交通費、リフト代、昼⾷代

振込期限 2023年2⽉10⽇(⾦)
交通⼿段 ⾃家⽤⾞分乗（幹事が配⾞いたします）
宿泊場所 ⽊もれ陽の家ゆきだるま　〒378-0414　群⾺県利根郡⽚品村東⼩川4658-66

TEL︓0278-58-2401　　FAX : 0278-58-2406
幹事（お申込み・お問い合わせ）︓丸橋英正、講師
               Email︓marunuma2@tanto-power.com
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   公式⾏事 締     丸沼⾼原 ♪
ロープウェイで登った⼭頂は標⾼2,000m、
⽇光⽩根⼭を臨む絶景と
コンディションの良いコースで春スキーを楽しみましょう。
レッスンよし、フリーよし、級別検定もあるので
シーズン総決算の脚試しもどうぞ︕
宿泊先はおもてなし抜群＆美味しい料理が好評の
「⽊もれ陽の家　ゆきだるま」です♪

≪申し込み後、１週間以内に幹事からの連絡がない場合には、再度ご連絡下さい≫ 

≪丸沼⾼原レッスン概要≫
　シーズン終盤は12⽉⾏事と同じ丸沼⾼原で実施します。12⽉も参加さ
れる⽅は是⾮シーズン前後の滑りを同じスキー場でチェックしてみて下さい。
集⼤成として級別検定も⾏いますので、滑りの振り返りと成⻑の⾒える化を
していける様、幅広いレッスン内容を考えていきます。 
3⽉の暖かい気候の中で楽しみながら来年に繋がる⽬標をタント講師と共
に探していきましょう。

ファミリーゴールデン上級者向け 初⼼者ＯＫ バッジテスト フリースキー

5 ⽇光⽩根⼭ 臨 丸沼⾼原     総決算︕
 ⽇程 2023年3⽉3⽇(⾦)夜出発〜3⽉5⽇(⽇) 1.5泊

昨    集合   

     外観 ⼣⾷例（昨    ）

過去 講習⾵景



募集⼈員 　50名
講習・受検料           共通
(予定) 事前講習料 検定料

6,000円 6,000円
協⼒・会場 　ブランシュたかやまスキーリゾート
対　　象 　テクニカルプライズ、クラウンプライズ
講師・検定員 　全⽇本スキー連盟技術員 等
申込期限 　2023年3⽉5⽇（⽇）
宿泊場所 　ペンション ジョイハウス

　⻑野県⼩県郡⻑和町⼤⾨ 3651-8
　TEL & FAX : 0268-69-2103

お申込み・お問い合わせ︓池澤康之、井上春樹
           Email︓prize@tanto-power.com 
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今                       開催︕
事前講習＆前⾛ SAJ          ⼩宮⼭ 耕平 選⼿︕  

6 SAJ公認        

昨    集合   

昨       

事前講習︓2023年3⽉18⽇（⼟）
検    定︓2023年3⽉19⽇（⽇）

主催︓(公財) 全⽇本   連盟 主管︓(⼀財) 東京都   連盟 共同主管︓           

≪申し込み後、１週間以内に幹事からの連絡がない場合には、再度ご連絡下さい≫ 

【幹　 事】　桑原茂樹
【場  所】　 蔵王温泉スキー場　【募集⼈員】 10名
【参加費】　約￥25,000　宿代含む
　　　　　　　※交通費、リフト代、昼⾷代含まず
【宿泊先】　KKR蔵王⽩銀荘　⼭形市蔵王温泉904-8
【申込先】　zao@tanto-power.com　※詳細は幹事まで。

      樹氷 温泉 蔵王   
2023年1⽉22⽇(⽇)朝発〜24⽇(⽕) 2泊3⽇

ゴールデン

【幹　 事】　鈴⽊恒三郎
【場  所】　 安⽐⾼原スキー場　【募集⼈員】 12名
【参加費】　約￥20,000　宿代含む
　　　　　　　※交通費、リフト代、昼⾷代含まず
【宿泊先】　もっきんばーど　⼋幡平市安⽐⾼原605-19
【申込先】　appi@tanto-power.com　※詳細は幹事まで。

      安⽐⾼原   
2023年3⽉8⽇(⽔)朝発〜10⽇(⾦) 2泊3⽇

ゴールデン

昨    ⾵景

昨    ⾵景

昨    ⾵景
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安  全  対  策            
2022-2023                               伝    事      

                 ⼤切 事      必 最後  読       

◎   場  安全確保    
 スノースポーツは、⼤⾃然の環境の中で⾏うスポーツである以上必然的に危険性を内在しています。
スキー場でのルールとして全国スキー安全対策協議会が制定している「スノースポーツ安全基準」があります。 スキー場はこの安全基
準に基きスキーヤーの安全を守るための諸策を実施していますが、スキーヤーは、スノースポーツに内在する危険を常に意識しつ
つ、スキーヤーの安全のための掲⽰板、標識、場内放送の 指⽰を遵守することが求められます。
事故の未然防⽌が⼤切であることは⾔うまでもありませんが、事故の場合の迅速な対応のためにも タントスキークラブ制定の「緊急
時対応カード（SOSカード）」を携⾏し活⽤してください。 

◎⾃家⽤⾞利⽤    
 今年もタントは⾏事がいっぱいです。そのほとんどが⾃家⽤⾞分乗での
往復を予定しています。
　スキーは荷物がいっぱいだし、アクセス不便なスキー場も多いから、⾞は
やっぱり便利。みんなといしょだと交通費も安くて助かります。毎回交通⼿
段⼿配の⼼配しなくて済むしね。
　でもちょっと待って。⾞を出してくれる⼈も同じ参加者です。同乗者同志
協⼒して⾏動したいですね。⾞を出してくれる⼈に負担がかからないよう、
駅でまとめてピックアップしてもらう、都内移動は⾃分の⾞で、など状況に
あわせて⼯夫してください。運転免許を持ってる⼈は、運転交替にご協⼒
ください。それと居眠り運転しないようにおしゃべりしたりとか、スムーズに出
発＆安全往復できるように協⼒しあいましょう︕

◎⾏事 中⽌ 変更    
 天災など避けられない事態によって、安全がクラ
ブとして確認できない時は、⾏事を中⽌・変更す
る場合があることをご了承ください。

◎万⼀ 場合 補償対策    
 スキーは、素⼈のスポーツとしては、危険な部類に⼊ります。
　2022-23シーズンは各⾏事毎にに団体旅⾏保険へ加⼊することとしま
す。加⼊⼿続きは幹事が纏めて⾏いますのでご安⼼ください。

◎持 物    
 保険証(コピー不可)と⼀緒に、簡単な救急セッ
ト(下痢⽌めや救急絆創膏、常備薬など)持参を
習慣にしてください。

◎個⼈情報保護    
 タントでは、個⼈情報保護の重要性を認識し、積極的に取り組みを実
施しています。（以下概略）

タントが取得した個⼈情報は会員データベースに登録され、スタッフ間で
情報共有されます。クラブ運営に関わる⽤件に限って利⽤し、取り扱い部
署で適切に管理をしています。
個⼈情報を、会員の同意を得た以外の第三者に提供しません。 
また、同意を得て個⼈情報を提供する会社には、漏洩や再提供等しな
いよう、適切な管理を依頼しています。 
タントが保有する個⼈情報に関して、取り組みを適宜⾒直し改善してい
きます。また、取組み詳細は⽂書やホームページで公開しています。

 　クラブおよび幹事は旅⾏代理店・旅⾏添乗員
ではありません。常に誠意努⼒していますが、時に
は⾄らない点もあるかもしれません。

　基本的に全ての⾏動・安全は参加者の⾃⼰
責任である事を、みなさんに再度認識して下さる
ようお願いいたします。そして、クラブ運営および⾏
事は参加者全員の協⼒と思いやりで成り⽴つこと
もご理解ください。事故・トラブルのない楽しいシー
ズンにしましょう︕

(⼀財)東京都   連盟公認
          



氏名                          性別  男   女        歳  

血液型                                       

        無    有                                 

緊急連絡先                      氏名               

  続柄          

任意加入保険  有     無    証券番号  

保険会社                 事故受付               

    場 連絡先 事前にCHECK ! 準備万端で出かけましょう
No. スキー場　名 連絡先 電　話　 備考　※各⾏事の宿泊先
① 丸沼⾼原スキー場 丸沼⾼原総合案内 0278-58-2211 ⽊もれ陽の家　ゆきだるま 0278-58-2401
② エイブル⽩⾺五⻯スキー場 エスカルプラザ 0261-75-2101 スキーハウス　ウルル 0261-75-2774
③ 野沢温泉スキー場 ㈱野沢温泉 0269-85-3166 喜楽荘 0269-85-3326

④ ホワイトワールド尾瀬岩鞍 尾瀬岩鞍リゾート 0278-58-7777 シャレ― ラ・ウルス 0278-58-7323

⑤ 丸沼⾼原スキー場 丸沼⾼原総合案内 0278-58-2211 ⽊もれ陽の家　ゆきだるま 0278-58-2401

⑥ ブランシュたかやま ブランシュたかやまスキーリゾート 0268-69-2232 ジョイハウス 0268-69-2103

⑦ 蔵王温泉スキー場 蔵王索道協会 023-694-9617 KKR蔵王⽩銀荘 023-694-9187

⑧ 安⽐⾼原スキー場 安⽐⾼原スキー場 0195-73-5111 もっきんばーど 0195-73-5107

    他        覚えておこうと思った事 ・ 初めて知った事 ・ スキーについて ・ 安全について ・ 改めて 感じた事 ・ 友達になった⼈　ｅｔｃ
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     出           守     ︕

 FIS 安全10則
１．他者 尊重

他者 危険       損害 与          
２．               

３．滑⾛    選択
前⽅ 滑          邪魔         

４．追 越 
追 越         無意識 動       残 

５．合流 滑⾛再開
合流    再滑⾛開始時  周囲 確認

６．     停⽌
狭 場所  停⽌ 避  

７．徒歩  登 降 ︓     端 
８．標識       遵守

９．援助
事故 場合  援助 最優先
１０．⾝元 確認

事故 場合  責任 有無 関   ⽬撃者 含 ⾝元 交換

 　　　　　　　　　　
         

 

 ☆☆事故発⽣時 対応 ☆☆ あわてずに対応しましょう
　（１）⾃分⾃⾝ 安全 確保
　　　⼆次事故にならないよう、周囲に注意して安全を確認してから近寄る
　　　安全確保できない状況なら（崖など）近寄らずにパトロールへ連絡
　（２）周囲 状況   ⼈ 状態 把握
 （３）     早       連絡
　　　最寄のリフト⼩屋から連絡してもらう（正確な場所を伝えられる）
　（４）⼆次事故防⽌    安全確保
　　　スキー板をクロスして⽴てる
    （ケガ⼈がいることをパトロールや他のスキーヤーに知らせるため）
　　＊⽴てたスキー板が倒れても⾃分⾃⾝やケガ⼈に当たらない距離をとる
　　＊エッジを⾕側にして⽴てる
　（５）  ⼈ 保護
　　　パトロールが来るまでの間、できればウェア等を利⽤し保温（敷く、かける）
　　　してあげましょう。ケガ⼈に付き添い、声を掛け続けてあげましょう
　（６）  ⼈ 事故証明書       書  貰  （保険請求に必要）

       記⼊後三  折     ⾏事中携帯       

緊急時対応カードSOS Card

傷害保険 賠 責任保険    ⼊      

出発前  確認           ︕

     出 前  確認  
       防     
             ︕

  

           ⾏事 者全   
 ⾏傷害保険        

 保険      保険
 保険    ⾏傷害保険
                  F  

者       
　 TEL 090ー1033ー9664　 E-mail︓ h.fukuda@lifeplaza.co.jp 

︓  00  ⼊   
            賠  1  携⾏ 損害  
          護者 0
保険 ︓　 ⾃ 出発     保     

＊事故が発⽣した場合は、⾏事幹事⼜は、代理店に連絡

2022-2023



 1. QRコード、またはURLからタントのHPへアクセスのうえ
　　 「⾏事案内」申し込みホームを開いてください。

 申込  ⼿続  流 

             知  

お問い合わせ・お申込み・⼿続きの流れ

URL www.tanto-power.com/

 2. ⼊⼒ホームに従って⼊⼒し送信してください。
 　　※定員に達している場合キャンセル待ちになります。

 3. 各⾏事専⽤メールでのお申し込みも受け付けています。

 4. 申し込みを受け付け次第、幹事から連絡いたします。
　　公式⾏事の場合、参加費期限までにお振込みいただき、お申し込みが完了します。
　　メンバー企画の場合、当⽇現地にて参加費をお⽀払いください。
 5. ⾏事の約１週間前に幹事より、交通⼿段や部屋割り等詳細をご連絡いたします。

 6. 公式⾏事のキャンセル扱いについては以下のようになります。（宿泊先の規定がある場合除く）

 7. メンバー企画のキャンセル扱いについては、幹事にお問い合わせください。

■ 健康保険証は必ず携帯してください。
■ 気象条件、不可抗⼒により⾏事が変更・中⽌になることがあります。

注意事項

  他    ⾏事 関   問 合  

■ 各⾏事幹事までご連絡ください。
■ 詳細はタントホームページを参照ください。

　　⇒　http://www.tanto-power.com

現地   交通⼿段(配⾞)    　　　 ⾏事 保険    

2022-23シーズンは各公式⾏事毎
に団体旅⾏保険へ加⼊(参加費に
含む)することとします。加⼊⼿続きは
幹事が纏めて⾏いますのでご安⼼く
ださい。スキー場までの移動時やスキ
ー場での事故の賠償について、ご⼼
配な⽅は早めに幹事⼜はクラブにご
相談ください。

公式⾏事の交通⼿段はほとんどが⾃家⽤⾞分
乗での往復を予定しています。参加費に交通費
は含まれておりません。交通費は配⾞を受けた全
員で割り勘とし、現地で精算作業を⾏いますので
ご協⼒をお願いします。尚、単独で移動したい場
合は、幹事にご相談ください。参加者数により配
⾞の台数が変わりますので、交通費の予想額を
知りたい場合は幹事までお問い合わせください。

6-1.振込期限翌⽇〜出発の3⽇前
6-2.出発⽇の2⽇前 
6-3.出発⽇の1⽇前、当⽇、及び不参加 

参加費の10％
参加費の50％
参加費の100％


