
ピッタリ合ったスキー用具で、安全と上達を目指すジュニアキャンプ会員だけのシステムです 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※下取品はジュニアキャンプから購入されたものに限ります。 

※シーズン中あまり滑らない方､ジュニアキャンプに１～２回の参加の方は今まで通りレンタルをお勧めします。 

 詳しくはジュニアキャンプへ資料請求下さい 

℡ 0269-34-2421石の湯ロッジ 

 

 

         ジュニアキャンプでは子供達がより楽しく､怪我無く上達する事に全力を注いでいます 

ジュニアキャンプ 

. 

 

 

リサイクルシステム 
①新品を会員特別価格でご購入頂けます。 

    ②合わなくなったら下取りします。（スキー・ブーツ・ポール） 

    ③リサイクル品（中古品）を更に安くご購入頂けます。 

※リサイクル品 ：１年間又は２年間使用した用具ですが、性能面はほとんど問題ありません。 

スキーはメーカーに滑走面をチューニングしたものをお渡ししています。 

リサイクルシステムの流れ    

下取り 

新品（2019年モデル） 

をご購入 

1 ｼｰｽﾞﾝ使用品をご購入 

（リサイクル①プラン）又は  

新古品(2018 年モデル)をご購入 

2 ｼｰｽﾞﾝ使用品をご購入 

(リサイクル②プラン)又は  

新古品(2018 年モデル)をご購入 

1 ｼｰｽﾞﾝ使用（又は前年式）

した用具をﾒｰｶｰ希望小売価

格の 20％で下取りします 

2 ｼｰｽﾞﾝ使用（又は２年前

の年式）の用具をﾒｰｶｰ希望

小売価格の 10％で下取りま

す 

3 ｼｰｽﾞﾝ以上使用（又は 3 年

以前の年式）した用具を   

下記の金額で下取ります。 
(スキー＋ﾋﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ   1000 円) 

(   ポール       200円) 

(   ブーツ      1000円) 

ご購入 

ブーツ ＨＥＬＤ [幼児～大人][初級～中級者] 

ポール 

オガサカ  
 

         [幼児～大人] 

          [初級～上級者] 

       ＬＡＮＧＥ  [小学生～大人] 

ＲＥＸＸＡＭ  [中級～上級者] 

スキーオガサカ [幼児～大人][初級～上級者] 

 

 

下取り 

2019 
ＮＥＷ モデル 

 

   

３点セット[スキー・ブーツ・ポール] 
 

☆初級～上級者 皆様がご利用いただいてます 

☆スキー滑走面はメーカー チューニング済です 

   

リサイクル②（2 ｼｰｽﾞﾝ使用品） 
 

[幼児]   12,500円～ 
 

[小学生]   14,500円～ 
 

[中学生以上]  15,500円～ 

      

リサイクル①（1 ｼｰｽﾞﾝ使用品） 
 

[幼児]   19,000円～ 
 

[小学生]   22,000円～ 
 

[中学生以上]  24,000円～ 

      

新品（2019年モデル） 
 

[幼児]   38,900円 
 

[小学生]   45,000円～ 
 

[中学生以上]  50,100円～ 

☆スキーのみ・ブーツのみのご購入も可 

☆ブーツのみ新品 + 他はリサイクルも可 

☆ご自宅へ発送も致します 



① FAX 0269-34-2427 志賀高原事務所　担当内田宛

②

③  「スキー用具選び｣ ・ 裏面　④「その他価格表」

○
○
○

その他へ発送希望の方は住所をお書き下さい
〒 ℡

ご自宅・その他への発送で日時指定のある場合は、余白にお書き下さい。

※ １ シーズンプラン（２０００円割引）でご注文なさる方は、最初のキャンプ地（石の湯ロッジ)にご用意
　　　しておきます。又シーズン最後のキャンプに参加後石の湯ロッジで下取りをお受け致します。

※ 今冬ジュニアキャンプに参加のご予定で、キャンプ地（石の湯ロッジ）にご用意をご希望の方は、「石の湯ロッジ」に○印
　　　して下さい。

スキー用具の発送 　ご注文のスキー用具は１２月下旬までにお送り致します。（送料はジュニアキャンプが負担致します）

住所 お名前

代金のお支払 ご注文いただきました本書をもとに､ジュニアキャンプがお子様に一番適したサイズを記入し確認書

・計算書をお送りしますので､ご確認いただき､代金のお振込をお願い致します。
振込先　　みずほ銀行　新宿支店（240）　普通　2406049　有限会社　ＨＥＡＲＴ（ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬﾊｰﾄ）
＊下取品がある方はご購入代金と下取代金の差額をお振込み下さい。（下取品は11月15日までにお送り下さい）

※１ ｼｰｽﾞﾝﾌﾟﾗﾝ
(石の湯ロッジ)

※石の湯ロッジ ご自宅 その他
（送り先を下記に書いて下さい）

スキー技術 一般検定 　 １級 　 ２級　　３級　 ４級　　５級 　 持っていない 　全く初めて　・　初心者　・　プルークで滑れる

全日本スキー連盟検定合格級

（○印して下さい）
ジュニア検定

運動に関して
（○印して下さい）

どちらかと言うと安全第一 普　　通 あまり怖がらない

スキー用具発送先
（○印して下さい）

 １級　 ２級　 ３級 　４級　 ５級　 ６級 　持っていない ボーゲンが出来る　・　パラレルターンが出来る

調　査　票
サイズ選びの資料としますのでご記入下さい。
お名前 ℡ 学年又は年令 　身長　　　　　　　　　　体重　　　　　　　　　　　いつも履いている運動靴　　　

　　　　　　　　　cm　　　　　　　　　　kg　　　　　　　　　　　　cm

下取りの用具は

志賀高原石の湯ロッジ
に発送して下さい。
（送料はご負担下さい）

ブーツ 新品・リサイクル①・リサイクル②
年　　月頃 ￥

ポール 新品・リサイクル①・リサイクル②
年　　月頃 ￥

スキー 新品・リサイクル①・リサイクル②
年　　月頃 ￥

ご注文合計金額 　　￥

下 取 依 頼 書
下取をご希望の方はその用具について、ご購入時の内容をご記入下さい。　（下取品は11月15日までにお送下さい）

下取依頼用具に○して下さい ご購入頂いた方のお名前 ご購入時プラン（○印して下さい） ご購入年月 下取価格(別紙④)当方で計算を引受けます

ポール ￥ - ￥ ￥

ブーツ ￥ ￥ ￥ ￥

スキー ￥ ￥ ￥ ￥

注　文　書
別紙  ②「スキーカタログ」でご希望の用具を選び下記にご記入下さい。

　　　③「スキー用具選び」も参考にして下さい。

品番 モデル(機種) 新 品プラン
(2019年モデル)

新古品プラン
(2018年モデル)

リサイクル①プラン
（1年使用品 2018年)

リサイクル②プラン
（2年使用品 2017年)

  この度は「スキー販売＆リサイクル」をご利用いただきまして有り難うございます。

　以下の書類をお送り致しますので､ご覧いただき必要書類をご返送下さいますようお願い致します。

同封書類 ①　「本書」＜ご記入いただきご返送下さい＞

表面「スキーカタログ」・裏面「スキーブーツ＆ポールカタログ」割引価格表



②表面 

 

 

 

 

2018-2019 スキーカタログ 

☆新    品   ⇒ 2019 年式 

☆新 古 品 ①  ⇒  2018 年式 

☆リサイクル ① ⇒ １年使用品 2018 年式(スキーは滑走面メーカーチューニング済) 

☆リサイクル ② ⇒ ２年使用品 2017 年式(スキーは滑走面メーカーチューニング済) 

☆新 古 品 ②  ⇒  2017 年式 

※ビンディングはメーカーの在庫がない場合同等の機種に変更になる事があります。 

 

2017年 モデル 

ワンシーズンプラン 
シーズン最初のキャンプで現地受け取り 

最後のキャンプで現地下取り 

２，０００円割引 
スキー・ブーツを含むセット購入に限り 

総額から割引いたします 

2019年モデル

リサイクル① リサイクル②

１年間使用品 ２年間使用品

① ① ６７,０００円

② (73,000円) ② ４８,０００円 ②３３,０００円

③③ （36,000円） ③ ３８,０００円 ③ ２３,０００円

④ ④ ６８,０００円

⑤⑤ ⑤ ４８,０００円 ⑤３１,０００円

⑥⑥ ⑥ ３６,０００円 ⑥ ２１,０００円

⑦ ⑦ ４６,０００円

⑧ ⑧ ３３,０００円 ⑧２２,０００円

⑨ ⑨ ２５,０００円 ⑨ １５,０００円

⑩ ⑩ ３３,０００円

⑪ ⑪ ２５,０００円 ⑪１８,０００円

⑫ ⑫ １９,０００円 ⑫ １２,０００円

⑬ ⑬ ３１,０００円

⑭ ⑭ ２２,０００円 ⑭１６,０００円

⑮⑮ ⑮ １８,０００円 ⑮ １１,０００円

⑯ ⑯ ２７,０００円

⑰⑰ ⑰ ２０,０００円 ⑰１３,０００円

⑱⑱ ⑱ １５,０００円  ⑱  ９,０００円

ﾁﾛﾘｱSLR7.5AC又は

ﾏ-ｶ-M7.0Fastrak
付

ﾁﾛﾘｱLRX7.5AC又は

ﾏ-ｶ-M7.0FR2

ﾁﾛﾘｱLRX4.5AC又は

ﾏ-ｶ-M4.5FR2

ﾏ-ｶ-M4.5FR2又は

ﾁﾛﾘｱSY-２付

G-J 中・上級者用 大回転競技用

短く滑りやすい

JR-１ 高学年以上
成長期に

合わせた設計

JR-２ 低・中学年向
体に合う

抜群のたわみ

JR-３ 幼児向

G-T
(G-T/M)

上級者用 大回転競技用

ﾁﾛﾘｱ
SX10又はSL100
RacingPlateJr付

S-T 上級者用 回転競技用

ﾁﾛﾘｱ
SX10又はSL100
RacingPlateJr付

品番

2018年モデル 2017年モデル

特   徴 ビンディング
新品　

モデル
機種 新古品 ②新古品 ①

2019年 NEWモデル 

⑯ ⑬ ⑩  ④ ⑦ ①  

2018年 モデル 

⑰⑰ ⑭ ⑪ ⑧ ⑤⑤ ② ⑱⑱ ⑮⑮ ⑫ ⑨ ⑥⑥ ③③ 



↓ 

②裏面 

ポール 

 

☆新    品    ⇒2019年ﾓﾃﾞﾙ 

☆新 古 品  ⇒2018年ﾓﾃﾞﾙ 

☆リサイクル①  ⇒１年使用品  2018年ﾓﾃﾞﾙ  

    （スキーは滑走面メーカーチューニング済） 

☆リサイクル②  ⇒2年使用品  2017年ﾓﾃﾞﾙ 
    （スキーは滑走面メーカーチューニング済） 
 

  ※ビンディングはメーカーの在庫がない場合同等の機種に 

    変更になる事があります。 

 モデル 
サイズ

（cm） 
新品 新古品 

リサイクル 

① 
リサイクル 

② 

Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｄ
（国
産
） 

小
人
用 

○20○21○22   
            JFX-1 

17～20 ￥9,000 ー ￥4,500 ￥2,500 

○23○24○25  
     SEVEN 

22～25 ￥11,000 ー ￥4,500 ￥2,500 

○26○27    JFX-7 22.5～24 ー ー ー ￥2,500 

大
人
用 

○28       Mi-57 23～25 ￥12,500 ー ￥6,000 ￥3,500 

○29      HE-59 25～30 ￥12,500 ￥10,000 ￥6,000 ￥3,500 

Ｌ
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ｅ 

上
級
者
用 

○30     KID-40 20.5～22 ー ￥10,000 ー ￥4,000 

○36  RSJ-65  
 

 17.5 

～22.5 
   
〈石井ｽﾎﾟｰﾂ〉 

ー ー ー 

○36  RSJ-60 

○32  TEAM-8 

○33  COMP-60 

 19～

25.5 
 

〈石井ｽﾎﾟｰﾂ〉 
ー 

○32  
￥6,000 

○33

￥4,000 

○36  RACE 70                 

○35 RS70SC  

22.5 

～26.5 
 

〈石井ｽﾎﾟｰﾂ〉 
ー ー 

○35

￥10,000 

○36  RS90SC 
            

22.5 

  ～26.5 
 

〈石井ｽﾎﾟｰﾂ〉 
ー ー ー 

○37  WORLD- 
   CUP-TEAM 

25～25.5 ー ￥25,000 ー ー 

  

      

      

      

      

ＬＡＮＧＥの新品はＩＣＩ石井スポーツの 

 店舗で直接お買い求めください  

 ジュニアキャンプの割引があります 

 

  モデル 新 品 
リサイクル① 

１年使用品 

リサイクル② 

２年使用品 
身   長 

㊵ 小人向き 

JR-B 
¥3,000 ¥1,500 ¥1,000 100～150㎝ 

㊶小人～大人 

RP－N 
¥4,600 ¥2,300 ¥1,500 150～190㎝ 

㊷SL競技用 

RJ-SL 
¥6,200 ¥3,100 ¥2,000 135～165㎝ 

㊸GS競技用 

RJ-SG 
¥7,450 ¥3,700 ¥2,400 135～165㎝ 

ジュニアキャンプ割引価格表 

ブーツ 

ＬＡＮＧＥ 

ＨＥＬＤ（国産） 

  

１ シーズンプラン 
２，０００円割引 

 

 

シーズン最初のキャンプで現地受取 
最後のキャンプで現地下取 

スキー・ブーツを含むセット購入に限り 
総額から割引致します 

    ○22     ○26    ○27      ○28      ○29   

 ○20      ○21      ○23    ○24      ○25   

 ○30       ○31       ○32       ○34    

  ○36     ○33      ○35       ○37       

 ㊵  ㊶ ㊷ ㊸ 



2018年モデル  新古品 ① プラン 

及びリサイクル①プラン（1年使用品） 
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スキー技術  

10

20
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40
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70
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80

   スキー用具選び 

下記の4つから希望のプランを選んで下さい。 
 

◎新品プラン           （2019年モデル） 

 

 

◎新古品 ① プラン         （2018年モデル） 

◎リサイクル ① プラン （１年間使用品）（2018年モデル） 

    滑走面メーカーチューニング済 

 

◎新古品 ② プラン   （2017年モデル） 

◎リサイクル ② プラン（２年間使用品）（2017年モデル） 

    滑走面メーカーチューニング済 

スキー 

右側の表からスキー技術(横軸)と体重(縦軸）

の当てはまるモデル(機種）を選んで下さい。 
  ※機種は下記の色を参考にして下さい。 

 

   

 

  ※スキーのモデル（機種）毎の特徴は別紙②スキー 

    カタログ（表 特徴欄）をご参照下さい。 

  ※全日本スキー連盟ジュニア検定合格級(右図下 ＳＡＪ 

    検定級欄）を参考にして下さい。   

  ※スキーの長さはジュニアキャンプが最適なサイズを 

    選びます。ご希望があれば①注文書の欄外にお書 

    き下さい。 

  ※「上級者回転競技用」については、ご相談下さい。 

2019年モデル  新品プラン 

体重 

スキー技術 上級  中級      初心者        初めて 

１級     ２級   ３級     ４級    ５級  ６級 

１級      ２級       ３級        ４級    ５級   ６級   SAJ検定級 

   ジュニア  

体重 

１級       ２級        ３級      ４級       ５級      ６級 Kg 

Kg 

Kg 

体重 

「注文書」別紙① ご記入いただく時の参考にして下さい。 

別紙②「スキーカタログ｣も参考にしながらお子様に合う用具をお選び下さい。 

１

２

価格はビンディング付 

金額です ⇒
 

 

   2017年モデル  新古品 ② プラン 

     及びリサイクル ② プラン（2年使用品） 

③ 

⑯JR-3¥27000 

⑩ JRー １     

 ¥33000  
 

⑬JRー２ ¥31000 

 

 

 
 

  

  ＪＲー１ 
  ⑪ﾘｻｲｸﾙ①￥18000    

リサイクルのスキーは、メーカーが 
 滑走面をチューニングしたものを 
 お渡しいたします。 

幼児用 小人用 中人用 中・上級者用 上級者 

 

 

 
 

  

                      ＪＲ-２ 

                  ⑭ﾘｻｲｸﾙ①￥16000     

                                    

 

 ＪＲー１ 

 ⑫ﾘｻｲｸﾙ② ￥12000 

① ＧーＴ ¥68000 

  ＧＴ/Ｍ ¥74000 

④  Ｓ－Ｔ ¥68000 

 

 

 
 

⇒ 
 

 JR-3⑰新古品①￥20000 JR-3⑰ﾘｻｲｸﾙ①￥13000 

JR-３ ⑱新古品②￥15000 ⑱ﾘｻｲｸﾙ② ￥9000 

⑦ GーJ ¥43000  

⇒

⇒  

⇒  

ＧーＴ ②ﾘｻｲｸﾙ①￥33000    

ＳーＴ ⑤新古品  ￥48000 ⑤ﾘｻｲｸﾙ①￥31000     

  ＧーJ 

 ⑧ﾘｻｲｸﾙ①￥22000                     

裏面 その他価格

 

    ⑮新古品 ￥19000 

JRー２ ⑮ﾘｻｲｸﾙ② ￥11000 

⇒ 

⇒

⇒  

ＧーJ 

⑨ﾘｻｲｸﾙ② ￥15000 

⇒ 
 

ＧーＴ ③新古品 ￥38000 ③ﾘｻｲｸﾙ② ￥23000         
 

ＳーＴ ⑥新古品  ￥36000 ⑥ﾘｻｲｸﾙ② ￥21000 

ＳＡＪ検定級 

 ジュニア 

スキー技術 上級  中級    初心者  初めて 

スキー技術  上級  中級     初心者    初めて 

Ｓ Ａ Ｊ 検 定

級 



ジュニアキャンプ参加期間中の貸スキー価格です(税込) 

⑱ ＪＲ－3    (2017年式ﾓﾃﾞﾙ) 33,390円 

⑰ ＪＲ－3    (2018年式ﾓﾃﾞﾙ) 33,390円 

⑯ ＪＲ－3    (2019年式ﾓﾃﾞﾙ) 33,390円 

⑮ ＪＲ－2    (2017年式ﾓﾃﾞﾙ) 37,800円 

⑭ ＪＲ－2    (2018年式ﾓﾃﾞﾙ) 37,800円 

⑬ ＪＲ－2    (2019年式ﾓﾃﾞﾙ) 37,800円 

⑫ JR－1    （2017年ﾓﾃﾞﾙ） 41,040円 

⑪ JR－1    （2018年ﾓﾃﾞﾙ） 41,040円 

⑩ JR－1    （2019年ﾓﾃﾞﾙ） 41,040円 

⑨ Ｇ－Ｊ      (2017年ﾓﾃﾞﾙ) 56,160円 

⑧ Ｇ－Ｊ      (2018年ﾓﾃﾞﾙ) 56,160円 

⑦ Ｇ－Ｊ      (2019年ﾓﾃﾞﾙ) 56,160円 

⑥③ Ｓ－Ｔ・Ｇ－Ｔ （2017年ﾓﾃﾞﾙ） 83,160円 

⑤② Ｓ－Ｔ・Ｇ－Ｔ （2018年ﾓﾃﾞﾙ） 83,160円 

①④ Ｓ－Ｔ・Ｇ－Ｔ （2019年ﾓﾃﾞﾙ） 83,160円 

スキー 

定価表 

ポール 

○40  ＪＲ－Ｂ  （2011～19年ﾓﾃﾞﾙ） 4,104円 

○41  ＲＰ－Ｎ  （2011～19年ﾓﾃﾞﾙ） 5,775円 

○42  ＲＪ－ＳＬ（2011～19年ﾓﾃﾞﾙ） 7,992円 

○43  ＲＪ－SG（2011～19年ﾓﾃﾞﾙ） 9,720円 

ブーツ 

○20○21○22  
JFX-1  （2012年ﾓﾃﾞﾙ） 10,000円 

JFX-1  （2013年ﾓﾃﾞﾙ） 10,000円 

○26○27  JFX-7  （2012年ﾓﾃﾞﾙ） １2,000円 

○23○24○25   SEVEN (2012～2014年ﾓﾃﾞﾙ) １2,000円 

○28   
Mi-57   (2012年ﾓﾃﾞﾙ)  14,000円 

Mi-57   (2013～2014年ﾓﾃﾞﾙ)  14,000円 

○29  
HE-59  (2012年ﾓﾃﾞﾙ) 14,000円 

HE-59  (2013～4年ﾓﾃﾞﾙ) 14,000円 

下取価格 

１年使用品 
◎新品を購入し、１年使用品 

◎前年モデル 
定価の２０％ 

２年使用品 
◎新品を購入し２年使用品 

◎リ サ イク ル① を購 入し １年  

  使用品 

◎新古品(1年物）を購入し 

  １年使用品 

定価の１０％ 

３年使用品 
◎新品を購入し３年使用品 

◎リ サ イク ル② を購 入し １年 

   使用品 

◎新古品（２年物）を購入し 

  １年使用品 

スキー･ビンディング付 

          １,０００円 

ポール        ２００円 

ブーツ                  １,０００円 

貸スキー価格 

３日間 ６，０００円 

４日間 ８，０００円 

５日間 ９，０００円 

６日間 １０，０００円 

７日間 １１，０００円 

８日間 １２，０００円 

 その他価格表 （消費税込み） 

◎スキー用具が合わない場合  万一ブーツが足に合わなかったり痛い等の 

   場合，至急お電話下さい。交換又は調節致します。 

◎用具の調整  荷物が到着しましたら梱包を開け，実際に履いてみて下さい。 

      ビンディングの調節はブーツに合わせてセットしてあります。又ビンディング 

   の開放値もお子様の体と技術と合わせて調節しておきますが、その調節の 

   具合を確認しながら微調整してみて下さい。床の上で実際にスキーを履いた 

   りしならブーツの具合,ビンディングの具合を見ながら、具合の悪いところが 

   ないか最低10分間位様子を見て下さい。  

    もし調節具合等分からない事がありましたら、どんな細かい事でも結構です 

      ので，必ずジュニアキャンプへご連絡下さい。   

 ※ジュニアキャンプ中以外の時に、万一スキー用具の調整等により事故が起き 

   た場合ジュニアキャンプでは責任を取る事が出来ませんのでご了解下さい。 

◎その他  

 ご不明な点ございましたらどんなに細かい事でも結構ですのでご連絡下さい。 

   誠に勝手ながら数量に限りがありますので，お早めにご注文下さい。 

◎下取りに出す場合 下取品の受取期限は１1月15日です、早めにお送りくださ 

   い。 

 発送先 〒381-0401 長野県下高井郡山内町7148 志賀高原石の湯ロッジ  

                        ℡0269-34-2421  Ｆax0269-34-2427 

   ※用具の送料は発送人負担とさせていただきます。 

   ※今回のご購入品金額と下取り価格を差引する事が出来ます。 

   
 

その他のお願い 

（メーカー希望小売価格又は推定小売価格） 

ビンディング付 

  ジュニアキャンプから購入されたスキー用具を、下記の価格で 

  買い取ります(税込) 

 下取り品の受取期限は11月15日です（用具の送料はお客様負担です） 

④ 

○30   ＫＩＤ-40      (2010年ﾓﾃﾞﾙ) 13,650円 

○31  TEAM-７       (2011年ﾓﾃﾞﾙ) 14,700円 

○32  COMP-60    (2011年ﾓﾃﾞﾙ) 16,800円 

○36  TEAM-８       (2011年ﾓﾃﾞﾙ) 18,900円 

○36   RS 50           (2012年ﾓﾃﾞﾙ) 16,800円 

○36   RS 60           (2012年ﾓﾃﾞﾙ) 18,900円 

○36  RACE 70 TEAM  (2012年ﾓﾃﾞﾙ) 47,250円 

○36   COMP TEAM〈90〉 (2011年ﾓﾃﾞﾙ) 47,250円 

○36   RS 90 S.C     (2012年ﾓﾃﾞﾙ) 57,750円 

 LANGE 

 オガサカ 

 ＨＥＬＤ 

    ４年以上使用した用具は下取出来ませんのでご了解ください。 

 オガサカ 
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