てれまくり２０１７ザ・ファイナル開催要項
（＃160129）
■名称

てれまくり２０１７ザ・ファイナル
“岩岳をフリーヒールで埋めつくそう！”
☆白馬岩岳プレゼンツ・第１０回テレマーク＆ＡＴスキー・ニューモデル試乗会

■日程
■主催

日程：２０１６年３月５日(土)～６日(日) ■開催地

白馬岩岳スノーフィールド

てれまくり２０１７プロジェクト

■会場・受付 会場＞白馬岩岳スノーフィールド頂上広場
受付＞5 日・6 日＜8：00～9：00＞岩岳頂上レストランスカイアーク内２Ｆ受付

＜9：00 以降＞会場本部受付

「事前申込み」及び「当日申し込みリフト券付コース」の方は、頂上受付までゴンドラに１回無料で乗車できます。＞ゴンドラ下でご案内。
■後援

白馬村観光局、白馬岩岳観光協会、白馬観光開発㈱、白馬岩岳スノーフィールド、㈱岩岳リゾート、落倉ＢＣＦ、白馬山麓ツア
ーズ、スキージャーナル㈱(Soul Slide)、㈱山と溪谷社(山と溪谷、JOY)、岳人、㈲パウダーガイド社(POWDER GUIDE)、㈱実業之
日本社(ブルーガイド SKI)、㈱枻出版社(フィールドライフ)

■出展各社 ミヤコスポーツ㈱、㈱ロストアロー、㈱モンベル、パタゴニア日本支社、㈱finetrack、㈱フェニックス、㈱Ｋ２ジャパン、㈱キャラバ
ン、㈱コロンビアスポーツウェアジャパン、エアモンテ㈱、㈱ソネ、㈱ヤマザキ、㈱ブルーモリス、グループロシニョール㈱、㈱エランジャ
パン、MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN㈱、㈱コッド、SALAWA Japan㈱、㈱ホシノ、㈱スコットジャパン、小賀坂スキー販売㈱
ＮＳ事業部、スウィックススポーツジャパン㈱、㈱シナノ、一新工業㈱、㈱パウウェーブ、㈱スワロースキー、カスタムプロデュース
㈱、㈱ゴールドウイン・フィッシャー事業部、㈱ゴールドウイン・ザ・ノースフェイス事業部、山本光学㈱、LBC㈱
■ 出 展 ブ ラ ン ド CRISPI 、 ROTTEFELLA 、 MADSHUS 、 VAUDE 、 KOMPERDELL 、 Black Diamond 、 SCARPA 、 FRITSCHI 、 OSPREY 、 Smartwool 、 montbell 、
LIFE-LINK、JETBOIL、ATLAS、patagonia、PHENIX、finetrack、COLUMBIA、Mountain Hardwear、K2、bca、G3、RMU、22DESIGN、MONTURA、
VOILE、DYNAFIT、SALEWA、Rossignol、DYNASTAR、MAMMUT、MOUNT、ARVA、SKITRAB、TheM coll-tex、ELAN、Bluemoris、BLASTRACK、B+、
V-System、SWIX、SINANO、TSL、AIZEKUN、4FRNT、BULA、SWALLOW、SCOTT、ARMADA、SWANS、evoc、FISCHER、SPYDER、MASTERS、
The North face、

■参加協力ショップ 白馬ヤマトヤ(白馬)、ムース(名古屋)、パーマーク(長岡)、カモシカスポーツ（全店）、パドルクラブ（名古屋）、ナイスエッ
ジ（船橋）、リバーウォーカー（兵庫）、スポーツメイトスナヤマ(黒姫)、カラファテ(東京目白)、ブンリン(松本)、ヨシキスポーツ(津
田沼)、テレマークスキーショップ SOU(大阪)、タマキスポーツ（東京神田）、スポーツのマンゾク(富山)、WEST(新潟）、
TekuTeku(福島)、ほか全国テレマーク＆ＡＴスキー取り扱いショップ
■参加協力スクール＆クラブ

ＳＡＪ公認岩岳スキースクール、里山テレマークスキー倶楽部（富士見パノラマ/里吉聡典）、ダイアモンドダ

スト(志賀高原/黒川春水)、ポートスノー白馬(白馬乗鞍/二木港雪)、FreeHeel Ski Program INDY(パルコール嬬恋/長谷部武)、
てるま～く(乗鞍高原/野村輝公)、nice edge（菊池靖明）、WINS(田村秀人)、CLUBMAN（八幡平/倉金郁夫）、ふくろう倶楽部
スキー登山学校（ブランシュたかやま/牛久保健二）、エーデルワイス・テレマークスキーイングガイズ(天元台/白田剛)、妙高バ
ックカントリースキースクール(赤倉観光リゾート/小笠原永峰)、カラファテクラブ patagonia テレマークスキースクール(矢野淳)、
Quatre Saisons(栂池/園田佳代)、馬渡慶久、黒姫テレマークスキースクール(黒姫高原/中川伸生)、コロモデ(車山高原/佐藤
鉱冶)、おんたけテレマーク(田中ヒロシ)、ブロッサムテレマークスキースクール(奥伊吹/塩見哲大・大久保雅宏)、チーム一本杖
(山田浩太郎)、他
■協賛・協力 ㈱ギムニク、白馬ヤマトヤ、カラファテ、スキージャーナル、出展各社・ ＭＳＳ、白馬岩岳スキースクール、落倉ＢＣＦ、
珈琲せんじゅ、かんてら、コスモスクール＆レンタル、テレマークインストラクターズネットワークｔｅｌｅ‐ｍａｘ、Creative Complex
Studio 軽井沢、タクトスキーラボ、ヤーコ、中央アルプス観光㈱、他
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■招待ライダー ★松澤幸靖★高梨穣★久我博道★藤川健★餌取浩★稲垣勝範★上野岳光★平瀬真登★倉金純也★上原あずさ
★中塩順大
【特別ゲスト】 細板＆XC 名人桐澤雅典、山田誠司（プレミアムレッスン）、
■開催内容とイベント
【てれまくり２０１７ザ・ファイナルのメッセージ】

“岩岳をフリーヒールで埋めつくそう！”
アルプス連山を一望できる岩岳頂上テント村で、てれまくり総集編とも言うべき２日間を、心ゆくまでゆったりと過ごしてください。
テレマークをはじめ、てれまくりで広げた様々なフリーヒールスキーの楽しさ・素晴らしさを、トップライダーと一緒に遊びつくしま
しょう。最終回となりましたが、楽しかった思い出とともに、集まったひとりひとりの心の中に、フリーヒールスキーの未来へとつな
がる灯りをともすことができるような、忘れがたい２日間にしたいと思います。
【メインプログラム】
【ニューモデル試乗会】 てれまくりのメインプログラムです。＞白馬岩岳スキー場頂上テント村に会場を設営し、出展メーカーごとに試乗スキ
ー、ブーツ等を貸し出します。
▶ 2016-17 ニューモデルスキー＆ブーツ試乗会
テレマーク＆ＡＴスキーの次期新製品のほぼすべてを国内で最初に試乗体験できるチャンス。
▶ バックカントリーウエア＆BC グッズ新製品の発表
ウェアのトップブランドが勢ぞろい。現場でこそ価値が実感できます。ポール、アクセサリー、バックカントリー用品などもたくさん出展。
▶ スタンプラリー
試乗して、商品説明を聞いてスタンプをゲット。カードがいっぱいになったらガラガラ抽選会場へ。豪華景品がザックザック当たります！
▶ 早期予約のオススメ＞気に入った製品に出会っても、シーズンに入って実際に国内展開されない製品やサイズがあり、がっかりされる
ユーザーの声を聞きます。てれまくり協力ショップ通じて、早期予約すれば安心です。ぜひ早めに入荷予定確認を。

【イベントプログラム】
【てれまくりザ・ファイナル、３つの競争イベント】
★てれまくりオールフリー「異種総合メドレーリレー」 ＜団体事前申し込み。＞＊個人及び当日受付はなくなりました。＞

▶テレマーク、ＢＣＸＣ、ノーエッジＸＣ、スノーシュー＆ＡＴスキー、５種類のフリーヒールによる「異種総合メドレーリレー」。てれまくりで展開し
てきたいろいろなフリーヒールをすべてつなぎました。参加者+ライダー+イントラ＋業界＋地元、すべて入り乱れた、てれまくり最後を飾るビ
ッグレース“オールフリー”にエントリーしよう！６日（日）午後実施予定。＞詳細はてれまくり HP にて発表。
★スキニースキーアスロン ＜チーム事前申し込み・個人は当日も可＞ （スラローム＆団体リレー）
ノーエッジＸＣスラローム＆団体リレー。モスキート級フリーヒーラー達が究極のフリーヒール技術を競う。
ＸＣスラロームは「２０１６みちのくシリーズ第２戦」。５日午後実施予定。
★NEW てれまくりカップ＜当日申し込み＞
▶毎回白熱、５人一組のテレマーククロス。５日午後ー１０組、６日午前ー１０組。細板革靴もふるってご参加ください。
【フリーヒール技術を磨く・スペシャルレッスン各種あります】
★山田誠司・プレミアムレッスン

＜当日申し込み、２コマ各１５名まで。＞

▶どんな斜面・雪質でも通用するテレマークの神髄をしっかり伝えます。中級者向。５日午後、６日午前各 90 分
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★レベルアップテレマークレッスン ＜当日申し込み＞
▶テレマークがもっとうまくなりたい！ｔｅｌｅ－ｍａｘ講師陣による初中級の苦手克服技術講習。
★スキニースキーチャレンジ『裏磐梯桐澤塾出張講習』

＜当日申し込み＞

▶太いスキー硬い靴は削ります!! 極右?フリーヒーラーのためのノーエッジＸＣスキーと細板革靴講習。技を鍛える修行の場?
ノーエッジＸＣはレンタルも若干有り。細板革靴は自前で。ＢＣクロカンでも参加可。
★ザ・シングル ＜当日申込み）
▶優雅で過激な一本杖フリーヒールの体験講習。山田浩太郎＆チーム一本杖＆近江拓？
★ＮＴＮマジック ＜当日申し込み＞
▶ＮＴＮ使いナンバー１、八幡平倉金純也によるＮＴＮワークショップ。ニューノルムを正しく使う絶好のチャンス。
【ライダーと一緒に遊ぶ】

＜すべて当日受付＞

★ライダーズオンスノーライブ▶ライダー達のスーパーなデモンストレーションランをみんなで見よう。
★ライダーとてれまくろう▶岩岳ゲレンデをテレマーカーで占拠！各回テーマを決めて、ライダーと一緒にテレマークスキーを遊びつくす。
*イベントの詳細はてれまくりウェブサイト最新情報に１月より順次発表します。
＊イベントに参加するとスタンプが１個もらえます。（無料体験を除く）
＊＜事前申し込み＞＝事前申し込み時にイベント参加を予約する必要があります。
＊＜当日受付＞＝当日イベントテントにて受付けます。人数制限のあるイベントは抽選になる場合があります

■今回のパーティは和風で行きます！
今回のてれまくりナイトはスキー場下のホワイトプラザで開催。グ～ンと和風に
雪中盆踊りなのだ。着物で参加も大歓迎だよ～ん。
【岩岳テレ祭り】
スッチャンスチャラカホ～イホイッ。白馬音頭で踊りまくろう。出し物はお楽しみ!
ミニライブ、２０１７テレ・コレ、ライダートークショー、大抽選会、全１０回参加者表彰、ほか
（参加はチケット制です。飲み物、軽食、大抽選会付きでおひとり様￥2000 です。当日販売）

■フリーヒール体験講習会＞やってみよう！フリーヒールスキーイング （当日受付）
フリーヒールの開放感や動きの楽しさは、身をもって体験してもらうことが一番。
不安定だから難しい?…と考えるよりも、身体の自由な動きを生かす独特な技術こそ楽しく、個性的なのです。体験講習会ではこれからテレ
マークスキーを始めたいと思っている皆様のために、レッスン・レンタル付の「1 時間無料体験」か、有料の「体験 1 日レンタル」講習会を行い
ます。テレマーク以外にもＢＣクロカン、歩くスキー、スノーシュー、キッズテレマーク講習があります。
《無料体験講習》 ＜当日申し込み＞

（どなたでもその場で参加できるレンタル付無料講習会。リフト代は別）

講習全て無料。（保険代 500 円のみ必要です）
①

無料体験テレマーク＞ＴＡＪ公認インストラクターによるテレマークの正しい一歩。５０分。

②

無料体験ＢＣ・ステップソール＞落倉ＢＣＦがご案内、ネズコの森へスイスイスキーハイキング。１時間 20 分。

③

無料体験クロスカントリー＞歩く･走る･滑る、究極のライトウェイトフリーヒールスキーイングの世界へ。５０分。

④

無料体験キッズフリーヒール教室＞みらいのテレマーカーはここからはじまるのだ！あつまれガキンチョ！５０分。

⑤

無料体験スノーシュー＞雪の上自由自在。スキーがニガテでもＯＫ。雪の森へ。５０分。

《体験 1 日レンタル》テレマークの無料体験１時間では物足りない人には、１日中レンタル用具が使え、さらにフォローアップ講習
に参加できるこのコースがお勧め。(注)この体験１日レンタルコースでは一般の試乗・イベントへの参加はできません。
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■スケジュール

＊天候等の理由によりスケジュールは当日変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

３月５日(土)
8：00～9：00
8：00～9：00

午前のプログラム
一般参加受付＞頂上スカイアーク

当日イベント予約

（9：00 以降はテント村本部受付 ）

受付 受/会場 会
受レストランスカイアーク

５日◆印プログラム当日予約受付 （人数制限あり）登録順

受レストランスカイアーク

9：00～9：30

開会式・記念写真

会場前

9：30～

試乗会・スタンプラリー開始

各ブース

随時スタート

フリー

ザ．シングル（一本杖チーム）

受ｻﾞｼﾝｸﾞﾙﾌﾞｰｽ

9：30～10：20

フリー

スノーシューハイキング無料体験 １

受ＢＣ体験ブース

10：00～10：50

フリー

フリーヒール無料体験 1（テレマーク、ＸＣ、キッズ)

受各体験ブース

10：30～11：50

フリー

ＢＣクロカン無料体験 １（ネズコの森へスキーハイキング）

受ＢＣ体験ブース

10：00～10：30

フリー

ライダーオンスノーライブ（ライダー、ゲストのデモンストレーション） ⇓

会ﾞ

10：30～11：30

コース参加者

ライダーとてれまくろう １ （オンスノーライブから続く）

集

10：00～10：50

コース参加者

◆スキニースキーチャレンジ 1（ﾉｰｴｯﾁﾞ XC 走り：桐澤塾）１５名

集本部前

11：00～11：50

体験レンタル

テレマーク体験フォローアップ講習 1

受テレ体験ブース

11：00～11：50

コース参加者

レベルアップテレマークレッスン 1

受テレ体験ブース

11：00～11：50

コース参加者

◆スキニースキーチャレンジ 2（ﾉｰｴｯﾁﾞ XC 滑り：桐澤塾）１５名

集本部前

12：00～13：00

昼休み

12：30～13：00

各イベント担当者

◆印午後のプログラムの当日追加予約受付

受本部横

13：00～13：50

フリー

フリーヒール無料体験 ２(テレマーク、ＸＣ、キッズ)

受各体験ブース

13：00～14：00

フリー

スノーシューハイキング無料体験 ２

受ＢＣ体験ブース

13：00～14：20

フリー

ＢＣＸＣ無料体験 ２（ネズコの森へスキーハイキング）

受ＢＣ体験ブース

13：00～14：30

コース参加者

◆山田誠司特別レッスン １（１５名）

集本部前

13：00～13：50

コース参加者

ライダーとてれまくろう ２

集本部前

13：00～14：50

コース参加者

スキニースキーアスロン（XC スラロームタイムレース＆団体リレー）

会ｻｳｽ特設/ﾃﾝﾄ村周

14：00～14：50

コース参加者

◆NEW てれまくりカップ １（５０名）

会ｻｳｽ特設

14：00～14：50

体験レンタル

テレマーク体験フォローアップ講習 ２

受テレ体験ブース

14：00～14：50

コース参加者

レベルアップテレマークレッスン ２

受テレ体験ブース

14：00～15：00

フリー

倉金純也ＮＴＮマジック １

受本部横

15：00～15：20

出場選手

スキニースキーアスロン・てれまくりカップ表彰式

会本部横

～15：00

午後のプログラム

試乗会・スタンプラリー終了

夜のプログラム
18：30～
18：40～19：00
19：00～21：30

受付開始
チケット制

＊オールフリーリレーチーム登録

プレドリンク開始、オープニングライブ、
岩岳テレ祭り開演/挨拶/鏡開き/ﾗｲﾀﾞｰ・ｲﾝﾄﾗ・ｼｮｯﾌﾟ紹介/抽選会＞
てれまくりその後＞＞＞閉会挨拶
かたづけ
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会ホワイトプラザ
会ホワイトプラザ
会ホワイトプラザ

３月６日(日)
8：00～9：00
8：00～9：00

午前のプログラム
受付（9：00 以降はテント村本部受付）

*6 日は開会式はありません

6 日午前・◆印のプログラム当日予約受付 （人数制限種目）
当日イベント予約

（てれまくりカップ２、山田誠司特別レッスン２）
9：00～

受付/会場
受レストランスカイアーク
受本部横

試乗会・スタンプラリー開始２

受本部

随時スタート

フリー

ザ．シングル（一本杖チーム）

受ｻﾞｼﾝｸﾞﾙﾌﾞｰｽ

9：00～10：00

フリー

スノーシューハイキング無料体験 ３

受ＢＣＸＣ体験ブース

9：30～10：30

フリー

フリーヒール無料体験 ３(テレマーク、ＸＣ、キッズ)

受各体験ブース

10：00～11：30

フリー

ＢＣＸＣ無料体験３（ネズコの森へスキーハイキング）

受ＢＣＸＣ体験ブース

10：30～11：30

体験レンタル

テレマーク体験フォローアップ講習 ３

受テレ体験ブース

10：30～11：30

コース参加者

レベルアップテレマークレッスン ３

受テレ体験ブース

9：30～10：50

コース参加者

◆山田誠司・特別レッスン ２ (１５名)

集本部横

9：00～9：50

フリー

倉金純也ＮＴＮマジック

受本部横 会ﾞ

10：00～10：50

コース参加者

スキニースキーチャレンジ ３ （細板革靴：桐澤塾）

受本部横

10：00～10：50

コース参加者

ライダーとてれまくろう ３

11：00～12：00

コース参加者

◆ＮＥＷてれまくりカップ ２ (５０名)

12：00～13：00

昼休み

受本部横 会ｻｳｽ特設

午後のプログラム

13：00～14：00

フリーヒール無料体験 ４ (テレマーク、ＸＣ、キッズ)＞中止

13：00～14：00

テレマーク体験フォローアップ講習 ４＞中止

13：00～14：30

ＢＣＸＣ無料体験 4（ネズコの森へスキーハイキング）＞中止

13：00～14：30

コース参加者

てれまくりファイナル “オールフリーリレー”

会ｻｳｽ特設会場

14：30～14：50

フリー

ライダーデモンストレーション・ラストラン（ライダー・ゲスト全員集合）

会ｻｳｽ特設会場

～15：00
15：10～15：30

試乗会終了、スタンプラリー抽選終了
全員参加

ザ・ファイナル閉会式

テント村

＊フリー＝どなたでも参加できます。（参加者以外は保険料 500 円が必要です）
＊コース参加者＝1 日コース、2 日コース、ライセンスプラスの参加者のみ参加できます。
＊体験レンタル＝体験１日レンタルの方のコース。 （無料体験の方は参加できません。）
【当日参加予約種目】＝◆印のある種目は当日参加予約ができます。

＊フリーヒール無料体験 4、体験フォローアップ講習 4」、BCXC 無料体験 4 はオールフリーリレーの参戦、応援のため中止とさせていただ
きます。
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■参加コースの内容と料金

❶早期申込み
(１月 31 日まで)

❷直前申込み
(2 月１日～25 日)

❸当日申込

￥6,600

￥7,500

￥8,500

￥11,000

￥12,400

¥14,000

Ａ １日コースの リフト券なし

設定なし

設定なし

￥6,500

Ｂ ２日間コースの リフト券なし

設定なし

設定なし

￥9,500

・１日試乗のみライセンス
・スタンプラリー抽選カード
・傷害保険代

設定なし

設定なし

￥2,500

・１日中レンタル
・体験フォローアップ講習
・傷害保険代

設定なし

設定なし

￥3,000

・１日中レンタル
・体験フォローアップ講習
・傷害保険代、リフト１日券
・てれまくり DVD プレゼント

￥6,000

￥6,500

￥7,000

設定なし

設定なし

￥2,000

コース

Ａ １日コース
１日⇒３月５日(土)
１日⇒３月６日(日)

Ｂ ２日間コース
２日間⇒３月５－６日

Ｃ

ライセンス
プラス

１日⇒３月５日
１日⇒３月６日

Ｄ

ライセンス
プラス

内容
・１日試乗ライセンス
・各イベント参加費
・スタンプラリープレミアムカード
・リフト１日券（*食事券なし）
・DVD プレゼント
・参加記念品、傷害保険代
・２日間試乗ライセンス
・各イベント参加費
・スタンプラリープレミアムカード 2 枚
・リフト２日券（*食事券なし）
・てれまくり DVD プレゼント
・参加記念品、傷害保険代

２日間⇒３月７-８日

Ｅ

試乗のみ
ライセンス

１日⇒３月5 日
１日⇒３月６日

Ｆ

体験１日レンタル

１日⇒３月５日
１日⇒３月６日

Ｇ

体験１日レンタル
〔リフト券付〕

１日⇒３月５日
１日⇒３月６日

岩岳テレ祭り
てれまくりナイト ⇒３月５日

・ドリンク・軽食
・大抽選券

【リフト券デポジット】
▶リフト券は IC チップ形式です。当日お渡し時に￥500 のデポジットが必要です。IC チップ返却時にご返金となります。
【 Ａ =１日コース、 Ｂ =２日間コース、 Ｃ

・ Ｄ ＝ライセンスプラス１日～２日間の内容】

▶ すべてのイベントに参加できます。（てれまくりナイトは別チケットが必要）
▶ スタンプラリーはプレミアム抽選券【特別優待】にて参加できます。（試乗のみ参加より好条件で抽選権利）
▶ １日、２日間コースはリフト券付の大変お得な料金設定です。
▶ 豪華副賞がもらえるイベントに参加できます。
▶ 君も登場か？てれまくり２０１７の記録ＤＶＤをプレゼント。（２０１６秋までに別送）
【参加コース・料金に関するご注意】
▶コース料金にはてれまくりナイト参加費は含まれません。パーティチケットは 5 日(土)当日受付にて販売します。
▶ 参加料金には宿泊料金は含まれません。
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▶「試乗のみライセンス」はコースイベントには参加できません。試乗会及びフリーイベントのみの参加となります。
▶小学生以下の参加は保険料 500 円(2 日間・当日受付)のみとなります。大会等の賞品は子供専用になります。
スタンプラリーカード、リフト券、DVD は付きません。
▶お申込み後のキャンセルは下記の規定に従ってご返金します。
① 開催日の 21 日前まで。参加費から￥2000 差し引いた差額 ②20 日前～5 日前まで＞参加費の 50％
② 4 日前～当日＞￥0 (お振込みの場合に振込料をご負担いただきます)
■申し込み

▶2015 年１2 月中旬受付開始

【事前申し込み】

★下記スポーツエントリー・ウェブサイトからお申し込みください。
☛てれまくり２０１７申し込サイト

▶2016 年 2 月 25 日事前申し込み締め切り。

http://www.sportsentry.ne.jp

★てれまくり協力ショップ店頭での申し込みもできます。
〈その他の申し込み方法〉 ☛FAX、郵送でてれまくり２０１７本部まで申込書をお送りください。
☛参加費は申込期限内にお振込みください。＞三井住友銀行・目白支店(普)6824264 てれまくりプロジェクト
【申し込み期限】

➊早期申込み＞～2016 年 1 月 31 日まで＞割引料金(もっともお得な料金)
➋直前申込み＞2016 年 2 月 1 日～25 日＞割引料金(次にお得な料金)

【当日申し込み】

➌当日申込＞（2016 年 2 月 25 日まで）を過ぎますと、当日受付のみとなります。（通常料金）

Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、の設定は当日申し込みのみとなっております。
■申し込み留意事項 ▶お申し込みに際し以下の留意事項に合意した上でお申込みください。
▶主催者は参加者、関係者の怪我、事故に際し、一切の責任を負いません。加入保険の範囲で対応させていただきます。
▶申込後のコース変更は出来ません。
▶イベント開催中の映像、写真、記事、記録などをテレビ、新聞、雑誌、ウェブサイト、記録メディアなどへ掲載することがあり
ます。あらかじめご了承ください。
▶ご記入の個人情報は、本イベントに関係する事以外には利用いたしません。
■問い合せ先

【てれまくり２０１７プロジェクト本部】
〒161-0033 東京都新宿区下落合 3-2-12 カラファテ内
TEL：03-3952-7117 FAX：03-3952-7799
E-mail

office@telemakuri.com

担当／北田啓郎

【白馬岩岳現地本部】
〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城 12056 白馬観光開発㈱岩岳営業所内
TEL：0261-72-2474 FAX0261-72-3541
■宿泊予約

担当／丸山雅隆

会場に近い素敵なお宿をご用意します。てれまくり参加者特別宿泊プランです。
▶申込みは白馬山麓ツアーズ ＴＥＬ0261(72)6900

■参加申込

てれまくり宿泊申込サイト＞作成中

▶ スポーツエントリー申込サイトからは直接入力できます。
▶ 協力ショップ店頭申込、ＦＡＸ・郵送申込の方は下記申込書をプリントアウトしてご利用ください。
▶フリーヒール体験〔無料・有料とも〕ご希望の方は、当日も随時受付しております。
▶2 月 25 日を過ぎますと事前申込みはできません。当日受付にて申込みください。
（開催要項＃160129/てれまくり 20１７プロジェクト本部作成)
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てれまくり２０１７ザ・ファイナル 白馬岩岳プレゼンツ 第１０回テレマーク＆AT スキーNEW モデル試乗会
参加申込書
フリガナ

申込日

お名前

様

生年月日

年

月

日 (

2015/16 年

性別

歳)

□男

月

日

□女

Ｅ―ＭＡＩＬ

電話番号

携帯電話
〒

住所

参加コース▸ Ａ ＝1日コース
お申込コースの
□をチェックして
ください。
□
☑ﾁｪｯｸ

事前エントリー▸
事前予約

▸

Ａ 、Ｂ コースに申
し込まれた方はど
なたでもエントリ
ー、参加予約でき
ます。
〔オプション料金
はありません〕

▸3月5日(土) □早期￥6,600

□直前￥7,500

▸3月6日(日) □早期￥6,600

□直前￥7,500

Ｂ ＝ 2日間コース

▸3月5日－6日 □早期￥11,000

□直前￥12,400

Ｇ ＝テレマーク体験１日レンタル・リフト券付 ▸3月5日(土)

□早期￥6,000

□直前￥6,500

▸3月6日(日)

□早期￥6,000

□直前￥6,500

オールフリーリレー
⇒使用用具 □テレマーク
⇒チーム名

体験

テレマーク、ＢＣＸＣ，ノーエッ
ジＸＣ，スノーシュー、ＡＴの５
種類のスタイルで競う団体メド
レーリレー

＊6 日午後
□ＢＣＸＣ □ノーエッジ □スノーシュー □ＡＴ

▸ 個人参加は当日チーム結成 します。（使用用具変更の可能性あり）
スキニースキーアスロン〔クロスカントリースラローム＆団体リレー〕

＊5 日午後

＊団体は 4～5 名。リレーメン

▸ □エントリー ⇒リレー団体チーム名

バーはその内 4 名で参加。

＊団体が決まっていない人は当日主催者が組みます。

☑ﾁｪｯｸ
スキー経験 ▸
テレマーク歴

年

アルペン歴

てれまくりリピーター調査 ▸

年

AT スキー歴

年

スノーボード歴

年

XC スキー歴

年

☑ﾁｪｯｸ（コピー＆ペーストできます）

□第１回黒姫

□第２回白馬乗鞍

□第３回岩岳

□第 4 回黒姫

□第 5 回白馬コルチナ

□第 6 回岩岳

□第７回黒姫

□第８回栂池

□第９回志賀高原

□今回初めて

□第１回～第 10 回すべて参加 ≪表彰です!

てれまくり２０１７開催をどこで知りましたか？（複数チェック可） ☑ﾁｪｯｸ（コピー＆ペーストできます）
□てれまくりホームページ

□メーカーホームページ

□知人から

□過去に参加したから

□雑誌

□Ｔｗｉｔｔｅｒ

□Ｆａｃｅｂｏｏｋ

□その他のＳＮＳサイト

□ショップ

□スキー場
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