
第 1期

白石区 ・豊平区

12月 26日から 29日

第 2期

東区 ・南区

1月 3日から 6日

第 3期

西区 ・手稲区

1月 7日から 10 日

第4期中央区 ・厚別区 ・清田区 ・北広島市1月 11日から 14日

第 5期

北区

1月 15 日から 18 日

ばんジャニ 4ジュニアスキースクール

お支払方法 【お支払金額】 受講料×人数分となります。 レンタルご希望の方は受講料＋レンタル料 （日数分） ×人数分となります

　　　　　　　　　　　　　

銀行振込希望の方　　　※振込用紙はございません。

必ず受講されるお子様のお名前でお振込みお願いしており、兄弟でお申し込みの場合連名で入金してください。お名前の前に「バ」と何期でお申込かの数字（1期なら

「1」を入力してください。例　バ 1バンジャニタロウ　　バ 2バンジャニタロウハナコ　　※振込手数料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。

振込先：北海道銀行　琴似支店　普通　1270420　　ばんけいスキー学校

ニッセンレンエスコートカードをお持ちの方

インターネットから申込時、備考欄にニッセンレンエスコートカード希望と入力してください。こちらからご連絡差し上げますので、その際カード名義人・カード番号・

お支払い回数をお知らせください。サインレスにてお申込みできます。

※いずれも料金のご案内はいたしません。ご入金確認できた順に受付完了となり、おハガキを郵送させていただきます。

10 月 1日
各コース受付開始！

冬休み4日間
31000円（税込み）

■  小・中学生コース（各期 300 名）　講習代・リフト代・昼食代（おやつ含む）・バス代・検定代

　

■  幼児コース（各期 30 名※4 歳以上） ※保護者の付き添いが必要です　講習代・リフト代・バス代（保護者 1 名含む）・おやつ付

▲合格者には
バッジプレゼント

保険について
●死亡 ・後遺障害 1000 万円　●入院保険日額 1500 円  ●通院保険日額 1000 円
レッスン中に万一事故などが発生した場合傷害保険の範囲内で補償いたしますが、 生徒様各自で
任意の保険にご加入いただくことをお勧めします。

　　　　　　　
お申し込み後にキャンセルされる場合は

一律 5,000 円。 また、 レッスン当日のキャ

ンセルの場合は申込金額の 50％のキャン

セル料が発生いたします。 予めご了承く

ださいますようお願い申し上げます。

キャンセルについてお申込み方法　　

●バスにはバスガイドが乗車します

●乗降時間・送迎ルートは締め切り後決定し、ゼッケンと一緒に最終

案内にてご連絡いたします

●降雪等の影響で乗降場所にバスが停車できず、バス停が変更になる

場合がございます。その時はご連絡いたしますのでご協力お願いします。

●乗降場所は通学されている学校と異なっても構いません。最寄りの

乗降場所から乗降してください。

●バスを利用しない方はどの期でも参加できますが、その場合のバス代

の返金はおこなっておりませんのでご了承ください。

●バスには GPS を搭載していますので、どの辺を走っているのか確認

ができます。

送迎バスについて ※各小学校前および学校付近が乗降場所です

※バス停は裏面をご覧ください

持ち物
■スキー用具一式■スキーウエア

■ゴーグル■手袋■帽子（耳のかくれるもの）

■ネックウォーマー　など

     ※レンタルスキーは一日 700 円で受け付けてます。
　　　　尚台数に限りがございますのでご注意ください。 （要予約）

レンタル申し込み後のキャンセルの返金はできませんので
ご了承ください。

小中学生　各班に分かれて食事です。

温かい丼物を用意してます。

（日替わり・汁物付）

幼児　食事は用意しておりませんので

保護者の方と一緒に食事をしてください。

昼食

参加された小中学生は、 全員検定を受けられます。

ジュニア 6級から 4級は 3日目、

ジュニア 3級から 1 級、 級別級は 4日目

に検定となります。

受講料の中に検定代が含まれていますが、 級別１級

を合格した場合のみ SAJ 登録料５００円を別途いただ

きます。※合格者にはバッジプレゼント

検定
10 ： 00　　　　　　　　　　　　　スキー場到着
10 ： 00 ～ 10 ： 30　　　　　　トイレタイム ・準備
10 ： 30 ～　　　　　　　　　　　レッスン開始
12 ： 00 ～ 13 ： 00　　　　　　お昼休み （幼児）
　　　　　　　　　　※小中学生は各班によってお昼休み時間が違います

14 ： 30　　　　　　　　　　　　　レッスン終了
14 ： 30 ～ 15 ： 00　　　　　　後片付け ・ トイレタイム
15 ： 00　　　　　　　　　　　　　スキー場出発

一日の流れ

※期間中スキーはお預かりしますが、
靴は毎日持ち帰ります。

〒064-0945　　
札幌市中央区盤渓 386-9
℡　011-641-3232
Fax011-590-1728
mail ： banjohnny@bankei.co.jp

ばんけいスキー学校

インターネットでのお申込みのみとなります。
※スキー学校受付窓口は 12 月 1 日からとなりますのでご注意ください。
ばんけいスキー学校の HP、ばんジャニ 4申込フォームよりお申込ください。
スマホ・携帯からのお申込は、QR コードから直接ばんジャニ 4申込フォーム
へアクセスできます。
※お電話でのお申込みは受付しておりません。
振込希望の方は、お申込されてから 2週間以内で入金お願いします。
入金が確認された順番から申込受付完了となります。
（受付完了のおハガキでお知らせいたします）
※お申込み締め切りは、開催期間初日の 1か月前までとなります。
各期とも定員になり次第締め切らせていただきます。

お申込されてから 2週間を過ぎても入金の確認がされない場合キャンセル扱いとなります
のでご注意ください。



2 0 1 9 / 2 0 2 0シーズンばんジャニ４ジュニアスキースクールバス乗降場所

第　1　期 白石区・豊平区 第　2  期 東区・南区 第　3　期 西区・手稲区 第　4 期 中央区・厚別区・清田区・北広島市 第　5 期 北区

12月26日～29日 1月3日～6日 1月7日～10日 1月11日～14日 1月15日～18日

学校名 乗降予定場所 学校名 乗降予定場所 学校名 乗降予定場所 学校名 乗降予定場所 学校名 乗降予定場所

東橋小 セイコーマート菊水8条店前 丘珠小 中央バス丘珠高校前バス停 琴似小 第一生命前 （曙小） ガリバー札幌石山通店前 あいの里西小 あいの里2条バス停付近

大谷地小 学校前 開成小 コスモ脳神経外科前 琴似中央小 カツラ犬猫病院前 大倉山小 荒井山バス停 あいの里東小 ＪＲあいの里公園駅前

上白石小 学校前 北小 ハッピー北30条店前 手稲宮丘小 ＪＲバス宮の沢３－３バス停 （大通小） 札幌大通高前 北九条小 学校前

川北小 学校前 北園小 北園横断歩道橋前 手稲東小 歩道橋前 幌西小 学校前 教育大付属小 中央バス教育大学前バス停

菊水小 ツルハドラック菊水元町店前 栄小 栄横断歩道橋横（丘珠空港線） 西園小 生鮮市場前 幌南小 ＮＴＴ物流センター前 光陽小 学校前

北郷小 コープさっぽろ北郷店前 栄西小 北４２条東３丁目バス停付近 西小 学校前 三角山小 ココス横 鴻城小 てるぬま歯科前

北白石小 学校前 栄町小 プロノ札幌本店前（札幌新道） 平和小 学校前 中 桑園小 学校前 幌北小 学校前

幌東小 学校前（南7条米里通） 栄東小 学校前 西野小 ＪＲバス西野小前バス停 央 資生館小 学校前 篠路小 中央バスポンプ場バス停

白 白石小 乗善寺前 栄南小 学校前 西 西野第二小 ラッキー前 区 中央小 学校前 篠路西小 篠路５条１　バス停付近

石 南郷小 サッポロドラッグストア本郷店前 栄北小 若林マンションＡ棟前 区 二十四軒小 ユニクロ札幌二十四軒前 二条小 学校前 新琴似小 学校前

区 西白石小 セイコーマート白石中央店前 栄緑小 北５０条郵便局前 八軒小 ツルハドラッグ八軒4条店前 日新小 D´レスティア北円山前 新琴似西小 ふれあいの杜歯科クリニック前

東川下小 学校前 札苗小 学校前 八軒西小 農試公園横 伏見小 伏見横断歩道橋前 新琴似南小 学校前

東札幌小 日章中学校前バス停付近（南郷通） 東 札苗北小 学校前 八軒北小 ドコモショップ八軒店 円山小 学校前 新琴似北小 学校前

東白石小 東白石横断歩道橋 区 札苗緑小 スーパービッグ前 発寒小 学校前 緑丘小 ラルズマート啓明店前 新琴似緑小 中央バス新琴似１２－１０バス停

（東米里小） 学校前 札幌小 学校前 発寒西小 ポテト歯科横 宮の森小 学校横 北 新光小 学校前

平和通小 学校前 東光小 セームス・ローソン前 発寒東小 タイヤセレクト発寒前 山鼻小 学校前（国道２３０号線） 区 新川小 学校前

北都小 興亜第一交通（株）白石営業所前 苗穂小 デイサービスセンターとまと前 発寒南小 留萌信金前 山鼻南小 学校前 新川中央小 フラワーテニスクラブ前

本郷小 畑歯科医院前 中沼小 学校前 福井野小 JRバス福井6丁目バス停（左股通） 青葉小 学校前 新陽小 学校前

本通小 白石郵便局前 東苗穂小 学校前 山の手小 学校前歩道橋付近 厚別北小 ホクノースーパー前 太平小 学校前

南白石小 アサヒビール工場前 福移小 学校前 山の手南小 セイコーマート前（山の手通） 厚別通小 学校前 太平南小 学校前

米里小 学校前 伏古小 セブンイレブン前（北２４条通） 稲積小 ローソン前 厚別西小 松勇寿司前 拓北小 学校前

旭小 水車町5丁目バス停前 伏古北小 学校前 稲穂小 ＪＲバス車庫前（国道５号線） 厚 厚別東小 学校前 屯田小 学校前

あやめ野小 セブンイレブン前（白石藻岩通） 北光小 学校前（北１３条通） 新発寒小 学校前 別 大谷地東小 つぼ八大谷地店前 屯田北小 イトーヨーカドー屯田店前

しらかば台小 しらかば会館前 本町小 いけだ内科循環器クリニック前 新陵小 札幌秀友会病院前 区 上野幌小 学校前 屯田西小 セブンイレブン屯田6条西店前

月寒小 ツルハドラック月寒店前 美香保小 スーパーエース前 新陵東小 ホンダカーズ札幌手稲前田店前 上野幌西小 上野幌交番横（厚別中央通） 屯田南小 学校前

月寒東小 札幌リサイクルセンター横（白石藻岩通） 明園小 サッポロドラッグストア北１９条店前 手 手稲山口小 ＪＲバス東団地バス停 上野幌東小 学校前 白楊小 学校前

東園小 学校前 元町小 札幌東郵便局前 稲 手稲西小 学校前 共栄小 学校前 茨戸小 学校前

豊園小 学校前 元町北小 東徳洲会病院職員駐車場前 区 手稲中央小 もみの木歯科前 小野幌小 小野幌小学校バス停付近 北陽小 学校前

豊 豊平小 豊平３－８豊平歩道橋前 北の沢小 学校前 手稲鉄北小 ＪＲバス前田変電所バス停 信濃小 学校前 百合が原小 セブンイレブン札幌百合が原店付近

平 中の島小 老人福祉センター前（中の島通） 澄川小 学校前 手稲北小 学校前 ひばりが丘小 学校前 和光小 学校前

区 西岡北小 西岡第一病院前 澄川西小 朝日新聞販売店前（平岸通） 富丘小 富丘小学校前バス停 （もみじ台小） JRバスもみじ台東２丁目バス停

西岡小 学校前 澄川南小 澄川南小学校バス停 西宮の沢小 ホンダカーズ札幌手稲宮の沢店前 もみじの森小 学校前

西岡南小 西岡中学校前（厚別中央通） 南 真駒内公園小 光塩学園女子短大前 星置東小 手稲区土木センター前 （もみじ台南小）ゆいまーる・もみじ台前

東山小 セブンイレブン平岸４条店前 区 （真駒内小） 学校前 前田小 アオキ手稲前田店前 もみじの丘小 セイコーマートもみじ台店前

羊丘小 セブンイレブン前 真駒内桜山小 真駒内泉町郵便局前 前田中央小 学校前 美しが丘小 学校前

平岸小 平岸小学校前横断歩道橋 (真駒内緑小) 東急前 前田北小 学校前 美しが丘緑小 学校前

平岸高台小 こぐまの森プレイガーデン前 札幌南小 パールハイツ横（福住桑園通） 北野小 北野３-２バス停

平岸西小 平岸中学校前 藻岩小 学校前 北野台小 東北野会館前

福住小 学校前（羊ケ丘通） 藻岩北小 川沿１条３丁目バス停 北野平小 北野博善斎場前

美園小 中央バス平岸５－８バス停 南の沢小 南の沢児童会館前 清田小 学校前

南月寒小 西岡保育園付近 清 清田緑小 学校前

みどり小 豊平公園温水プール前 田 清田南小 中央バス清田南小バス停

区 三里塚小 長田自転車店前

真栄小 真栄中学校前

平岡公園小 ライブヒルズ南バス停付近（青葉平岡通）

平岡小 学校前

平岡中央小 セイコーマート平岡７条店

平岡南小 学校プール横（厚別中央通）

北 大曲小 学校前

広 大曲東小 学校前

島 西部小 輪厚児童体育館横

※学校名についてるカッコは旧小学校の名前です。

※申込状況や道路状況により乗降場所は変更になる場合がございますので、予めご了承くださ

い。

※乗降場所のご案内は運行の順番ではありません。送迎ルート及び時間は申し込み締め切り

後発送いたします「最終案内」にてお知らせいたします。

※スマホでバスの運行状況が確認できます。（BusHere!?）



ばんジャニ 4 お申込からお支払いまでの流れ 

★申込方法 

・すべてインターネットからお申込みとなります。（10月1日より受付開始） 
※スキー学校受付窓口は 12月 1日からとなりますのでご注意ください 

ばんけいスキー学校のホームページからばんジャニ 4 申込フォームに入り、必要事項をすべて入力し送信ボタンを

クリックしてください。折り返し返信メールが届きます。特にスマホ、携帯電話のアドレスからお申込みの方は、 

@bankei.co.jp からのメールが受信できる設定にしてからお申込み下さい。（この時点では申込完了していません）

入金確認できた順に申込完了となります。 

 もし届かない場合、メールアドレスの入力間違い、または迷惑メールフォルダに入っていないか確認をお願い致

します。 

 

  スマホ・携帯電話でお申込される方は、QRコードから直接ばんジャニ 4申込フォームへ 

アクセスできます。 

  

金額のご案内 

料金のご案内はいたしませんので、下記の計算を参考にお支払いをお願いします。 

【レンタルなし】 

受講料×人数 

例）2名参加の場合 

31,000円×2名＝62,000円 

【レンタルあり】※レンタル申込後のキャンセルの返金はできませんのでご注意ください 

受講料 31,000円＋レンタル料 2,800円（700円×4日）＝33,800円 

例）2名参加の場合 

31,000円＋2,800円（700円×4日）×2名＝67,600円 

ニッセンレンエスコートカードでお支払いの方もこの計算で引き落としさせていただきます。 

振込手数料はお客様のご負担とさせていただいておりますのでご了承ください。 

ご入金確認できた順に受付完了となり、おハガキを郵送させていただきます。（ご入金確認からおよそ 1 週間以内） 

 

★お支払方法  
【振込ご希望の方】 

お申し込み後、必ずお子様のフルネームで振込お願いします。ご兄弟でお申込の方は連名でお願いします。ばんジ

ャニ 4お申込の方はお名前の前に「バ」と何期でお申込かわかるように数字を入れてください。 

例 1期でお申込の場合「バ 1バンジャニタロウ」連名の場合「バ 1バンジャニタロウハナコ」 

保護者の方のお名前で振込された方は必ずスキー学校までご連絡ください。入金が確認されましたら受付完了とな

ります。 

〔振込先：北海道銀行 琴似支店 普通口座 1270420 ばんけいスキー学校〕 

※振込取引明細は完了ハガキが届くまで大切に保管してください。 

【ニッセンレンエスコートカードご利用の方】 

メールでのお申込の際、備考欄にニッセンレンエスコートカード利用希望と入力していただきますとこちらからお

電話させていただきますので、カード番号・名義人様のお名前・お支払回数をお知らせください 

※お支払いは 2週間以内でお願いします。 

2週間を過ぎましたらキャンセル扱いになりますのでご注意ください。入金が完了

しましたらおハガキでお知らせします。 
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