
行事番号

１．　主　　　催 公益財団法人 全日本スキー連盟

２．　主　　　管 一般財団法人 東京都スキー連盟

３．　参加対象 指導員・準指導員・公認検定員

（理論研修・クリニック）

期 日  ２０１７年　１１月　１１日（土） 　 期 日  ２０１７年　１１月　１８日（土）

会 場 練馬文化センター大ホール  会 場 なかのZERO大ホール

参加定員   １,２００名  参 加 定 員   １,１００名

日 程  日 程

受付 　９：３０～ 受付 　９：３０～

クリニック開始 １０：００～ クリニック開始 １０：００～

クリニック １１：３０ クリニック １１：３０

　引き続き研修会理論 昼食 　引き続き研修会理論 昼食

研修会のみ受付 １２：２０～ 研修会のみ受付 １２：２０～

開会式 １３：００～ 開会式 １３：００～

研修会理論 研修会理論

研修会理論終了予定 １６：３０ 研修会理論終了予定 １６：３０

（予定特別講師）　　 飯島 庸一(元SAJスキートレーナー) （予定特別講師）　　 未定

　　

　　

※在京理論について

　①『スキー指導者研修会Ａ～Ｇ』は在京理論となります。

　　スキー指導者研修会北海道（キロロ、朝里川）も在京理論となります。

　②受付時間等にご注意ください。公認検定員クリニックも実施いたします。

　③申込みについては、全てデジエントリーのみでの申込みとし、抽選は行わず先着順での受付

　　となります。

　　　申込期間：２０１７年　9月１０日（日）10時～　9月3０日（土）17時まで。

　④必要となる場合があります。筆記用具を持参して下さい。

※研修会のみクリニックのみの方は所定の時間までに受付を済ませてください。

※会場注意事項厳守のこと

　①会場内での喫煙および飲食は禁止です。

※受講票については、会場にてお渡しします。

申込方法 〇 ×

研修会のみ/研修会+クリニック⇒受講票にて受付 研修会のみ/研修会+クリニック⇒受講票にて受付

1700472

事務局窓口

―

デジエントリー
（PC・携帯・オペレーター）

クリニックのみ⇒検定員証にて受付 クリニックのみ⇒検定員証にて受付

２０１８年度　スキー指導者研修会（公認検定員クリニック含む）

在 京 理 論

  理　論　Ⅰ   理　論　Ⅱ

備 考

理論会場案内図（練馬文化センター） 理論会場案内図（なかのZERO）

住所：東京都練馬区練馬 1-17-37

・西武池袋線または都営大江戸線の練馬駅北口から徒歩３分

住所：東京都中野区中野2－9－7

・JR中央線中野駅南口より徒歩８分
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※年齢別の班編成となります。
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入のこと｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降の責任は負
いません。
※変更の情報は都連ホームページ、都連フェイスブックにてお知らせします。

２０１７年
１２月　２日（土）　  ８：４０～８：５５　資料配布　熊の湯スキー場内（予定）
　　　　　　　　　　 　 ９：００～　　　 　 開会式　　　　同　上
１２月　３日（日）　１４：００（予定）　　閉会式　　　　同　上

在京理論（Ⅰ・Ⅱ）のいずれかを受講すること。

【デジエントリーのみ】
　　　期　間：２０１７年　９月１０日（日）１０時～　９月３０日（土）１７時まで
全てデジエントリーのみでの申込みとし、抽選は行わず先着順での受付となります。
※インターネット（パソコン・携帯）でお申込みの方は、「http://dgent.jp/sat/」へ
アクセスしてください。オペレーターでお申込みの方は、「0466-52-5448」へ掛けてください。

研修会：　５，０００円／クリニック：　３，０００円

※各自で手配してください。

スキー指導者研修会Ｚ（単位制）申込み用　【行事番号：1700481】

研修会：　５，０００円／クリニック：　３，０００円

２０１７年　９月３０日（土）～２０１８年　３月１０日（土）

★単位制研修会用の参加費納入用行事です。

理論単位/クリニック単位は、ｅラーニングによるレポートの提出。
実技単位/2017年度オフィシャルブックによるレポートの提出と雪上単位の履修。（「スキー指導者
研修等への単位制導入について」ｐ27を参照）【雪上単位取得不可の方は、理由書の提出。】

【デジエントリーのみ】
　　　期　間：２０１７年１０月　２日（月）～２０１８年　３月１０日（土）
全てデジエントリーのみでの申込みとし、抽選は行わず先着順での受付となります。
※インターネット（パソコン・携帯）でお申込みの方は、「http://dgent.jp/sat/」へ
アクセスしてください。オペレーターでお申込みの方は、「0466-52-5448」へ掛けてください。

熊の湯ホテル   TEL0269-34-2311　FAX0269-34-3010
〒381-0401長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148

 ３００名

 ２０１７年１２月　２日（土）～１２月　３日（日）

※eラーニング等による単位（理論・実技）の取得となります。
※詳しくは、「スキー指導者研修会等への単位制導入について」を参照して下さい。
※デジエントリーにて『オフィシャルブック』等の購入申込み(宅配お渡し）を予定しています。
※研修会Zでは、オフィシャルブックが必要になりますので、必ず購入して下さい。

スキー指導者研修会Ａ　熊の湯会場　【行事番号：1700472】

長野県　志賀高原熊の湯スキー場
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スキー指導者研修会C　車山会場　【行事番号：1700472】

スキー指導者研修会B　菅平会場　【行事番号：1700472】

２０１７年１２月　９日（土）～１２月１０日（日）

長野県　菅平高原スノーリゾート

ホテルニューダボス　TEL0268-74-2066　FAX0268-74-2711
〒386-2204　長野県上田市菅平高原1223-3790

 ４６０名

２０１７年
１２月　９日（土）　　８：４０～８：５５　資料配布　シーハイルコース下（裏太郎下）
　　　　　　　　　　 　 ９：００～　　　 　 開会式　　　　同　上
１２月１０日（日）　１４：００（予定）　　閉会式　　シーハイルコース下（裏太郎下）（予定）

在京理論（Ⅰ・Ⅱ）のいずれかを受講すること。

【デジエントリーのみ】
　　　期　間：２０１７年　９月１０日（日）１０時～　９月３０日（土）１７時まで
全てデジエントリーのみでの申込みとし、抽選は行わず先着順での受付となります。
※インターネット（パソコン・携帯）でお申込みの方は、「http://dgent.jp/sat/」へ
アクセスしてください。オペレーターでお申込みの方は、「0466-52-5448」へ掛けてください。

研修会：　５，０００円／クリニック：　３，０００円

※各自で手配してください。

※年齢別の班編成となります。
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入のこと｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降の責任は負
いません。
※変更の情報は都連ホームページ、都連フェイスブックにてお知らせします。

【デジエントリーのみ】
　　　期　間：２０１７年　９月１０日（日）１０時～　９月３０日（土）１７時まで
全てデジエントリーのみでの申込みとし、抽選は行わず先着順での受付となります。
※インターネット（パソコン・携帯）でお申込みの方は、「http://dgent.jp/sat/」へ
アクセスしてください。オペレーターでお申込みの方は、「0466-52-5448」へ掛けてください。

研修会：　５，０００円／クリニック：　３，０００円

※各自で手配してください。

※年齢別の班編成となります。
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入のこと｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降の責任は負
いません。
※変更の情報は都連ホームページ、都連フェイスブックにてお知らせします。

２０１７年１２月　９日（土）～１２月１０日（日）

長野県　車山高原スキー場

スカイパークホテル　　TEL0266-68-2221　FAX0266-68-2634
〒391-0301 長野県茅野市北山3413

 ３００名

２０１７年
１２月　９日（土）　　８：４０～８：５５　資料配布　スカイプラザ２F（予定）
　　　　　　　　　　 　 ９：００～　　　 　 開会式　　　　同　上
１２月１０日（日）　１４：００（予定）　　閉会式　　スカイプラザ横

在京理論（Ⅰ・Ⅱ）のいずれかを受講すること。
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スキー指導者研修会Ｅ　菅平会場　【行事番号：1700472】

スキー指導者研修会Ｄ　鹿沢会場　【行事番号：1700472】

２０１７年１２月１６日（土）～１２月１７日（日）

群馬県　鹿沢スノーエリア

鹿鳴館　TEL0279-98-0003
〒377-1614群馬県吾妻郡嬬恋村新鹿沢温泉

 ８０名

２０１７年
１２月１６日（土）　　８：３０～９：１５　受付　ハイランドロッジ
　　　　　　　　　　　  ９：３０　　　　 　 開会式　（受付時案内）ゲレンデ予定
１２月１７日（日）　１４：００（予定）　　閉会式　レストラン前ゲレンデ予定

在京理論（Ⅰ・Ⅱ）のいずれかを受講すること。

【デジエントリーのみ】
　　　期　間：２０１７年　９月１０日（日）１０時～　９月３０日（土）１７時まで
全てデジエントリーのみでの申込みとし、抽選は行わず先着順での受付となります。
※インターネット（パソコン・携帯）でお申込みの方は、「http://dgent.jp/sat/」へ
アクセスしてください。オペレーターでお申込みの方は、「0466-52-5448」へ掛けてください。

研修会：　５，０００円／クリニック：　３，０００円

※各自で手配してください。

※群馬県スキー連盟との合同研修会で以下の希望コース別の班編成となります。
①技術志向（技術選ベース）
②指導者指向（従来型研修）
③アルペン競技ベース指向（ﾎﾟｰﾙﾊﾞｰﾝでﾈﾄﾛﾝﾎﾟｰﾙ使用予定）
④地域ジュニア育成指向
⑤快適指向（ゆったり自然満喫）
⑥初心者指導指向
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入のこと｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降の責任は負
いません。
※変更の情報は都連ホームページ、都連フェイスブックにてお知らせします。

【デジエントリーのみ】
　　　期　間：２０１７年　９月１０日（日）１０時～　９月３０日（土）１７時まで
全てデジエントリーのみでの申込みとし、抽選は行わず先着順での受付となります。
※インターネット（パソコン・携帯）でお申込みの方は、「http://dgent.jp/sat/」へ
アクセスしてください。オペレーターでお申込みの方は、「0466-52-5448」へ掛けてください。

研修会：　５，０００円／クリニック：　３，０００円

※各自で手配してください。

※年齢別の班編成となります。
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入のこと｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降の責任は負
いません。
※変更の情報は都連ホームページ、都連フェイスブックにてお知らせします。

２０１７年１２月１６日（土）～１２月１７日（日）

長野県　菅平高原スノーリゾート

ホテルニューダボス　TEL0268-74-2066　FAX0268-74-2711
〒386-2204　長野県上田市菅平高原1223-3790

 ５５０名

２０１７年
１２月１６日（土）　　８：４０～８：５５　資料配布　シーハイルコース下（裏太郎下）
　　　　　　　　　 　　 ９：００～　　　 　 開会式　　　　同　上
１２月１７日（日）　１４：００（予定）　　閉会式　　シーハイルコース下（裏太郎下）（予定）

在京理論（Ⅰ・Ⅱ）のいずれかを受講すること。
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スキー指導者研修会Ｇ　苗場会場　【行事番号：1700472】

スキー指導者研修会Ｆ　車山会場　【行事番号：1700472】

２０１７年１２月１６日（土）～１２月１７日（日）

長野県　車山高原スキー場

スカイパークホテル　　TEL0266-68-2221　FAX0266-68-2634
〒391-0301 長野県茅野市北山3413

 ２００名

２０１７年
１２月１６日（土）　　８：４０～８：５５　資料配布　スカイプラザ２F（予定）
　　　　　　　　　 　　 ９：００～　　　 　 開会式　　　　同　上
１２月１７日（日）　１４：００（予定）　　閉会式　　スカイプラザ横

在京理論（Ⅰ・Ⅱ）のいずれかを受講すること。

【デジエントリーのみ】
　　　期　間：２０１７年　９月１０日（日）１０時～　９月３０日（土）１７時まで
全てデジエントリーのみでの申込みとし、抽選は行わず先着順での受付となります。
※インターネット（パソコン・携帯）でお申込みの方は、「http://dgent.jp/sat/」へ
アクセスしてください。オペレーターでお申込みの方は、「0466-52-5448」へ掛けてください。

研修会：　５，０００円／クリニック：　３，０００円

※各自で手配してください。

※年齢別の班編成となります。
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入のこと｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降の責任は負
いません。
※変更の情報は都連ホームページ、都連フェイスブックにてお知らせします。

【デジエントリーのみ】
　　　期　間：２０１７年　９月１０日（日）１０時～　９月３０日（土）１７時まで
全てデジエントリーのみでの申込みとし、抽選は行わず先着順での受付となります。
※インターネット（パソコン・携帯）でお申込みの方は、「http://dgent.jp/sat/」へ
アクセスしてください。オペレーターでお申込みの方は、「0466-52-5448」へ掛けてください。

研修会：　５，０００円／クリニック：　３，０００円

※各自で手配してください。

※東京都スキー技術選手権大会兼全日本スキー技術選手権大会出場者選考会と同一会場同一
日程での開催となります。
※年齢別の班編成となります。
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入のこと｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降の責任は負
いません。
※変更の情報は都連ホームページ、都連フェイスブックにてお知らせします。

２０１８年　１月２７日（土）～　１月２８日（日）

新潟県　苗場スキー場

苗場プリンスホテル　　TEL025-789-2211　FAX025-789-3140
〒949-6292 新潟県南魚沼郡湯沢町三国

 １２０名

２０１８年
　１月２７日（土）　　８：４０～８：５５　資料配布　苗場プリンスホテル6号館しゃくなげ（予定）
　　　　　　　　　　 　 ９：００～　　　 　 開会式　　　　同　上
　１月２８日（日）　１４：００（予定）　　閉会式　　　　未　定

在京理論（Ⅰ・Ⅱ）のいずれかを受講すること。
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期日
会場
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理論

参加料
宿泊

新準指１００名

※各自で手配してください。

研修会：　５，０００円

※各自で手配してください。

志向別実技グループ設定
１．年齢別の班編成（一般研修班）　年齢に応じての研修会です。
２．Ｊｒ研修（子連れ研修）　お子様と一緒に参加することができます。
※一緒に参加されるお子様の参加費も必要となります。
※お子様の年齢、スキーレベルに応じて現地でグループ分けを致します。
※Ｊｒの指導法をテーマとする研修会です。
（人数等によりご希望に沿えない場合があります）
※ジュニアバッジテスト３月２５日（日）を予定しています。（受検料は参加費に含む）
※３月２４日（土）に行われるジュニアコンテストにも参加できます。申込み及び詳細は別紙を参照
しお申し込みください。（ジュニアコンテストにお子様が参加される方は、直接コンテスト開会式に参
加して下さい。）
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入のこと｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降の責任は負
いません。
※変更の情報は都連ホームページ、都連フェイスブックにてお知らせします。

スキー指導者研修会H　（ジュニア・一般）　　　【行事番号：1700477】

スキー指導者研修会J　（本年度準指導員合格者）
２０１８年　３月２４日（土）～　３月２５日（日）
長野県　菅平高原スノーリゾート
ホテルニューダボス　TEL0268-74-2066　FAX0268-74-2711

【デジエントリーのみ】
　　　期　間：２０１８年　２月　１日（木）～　２月１７日（土）
全てデジエントリーのみでの申込みとし、抽選は行わず先着順での受付となります。
※インターネット（パソコン・携帯）でお申込みの方は、「http://dgent.jp/sat/」へ
アクセスしてください。オペレーターでお申込みの方は、「0466-52-5448」へ掛けてください。

研修会：　５，０００円／クリニック：　３，０００円／子供参加費：　３，０００円

２０１８年　３月２４日（土）～　３月２５日（日）

長野県　菅平高原スノーリゾート

ホテルニューダボス　TEL0268-74-2066　FAX0268-74-2711
〒386-2204　長野県上田市菅平高原1223-3790

ジュニア１５０名　　一般５０名

２０１８年
　３月２４日（土）　　８：４０～８：５５　資料配布　シーハイルコース下（裏太郎下）
　　　　　　　　　　 　 ９：００～　　　 　 開会式　　　　同　上
　３月２５日（日）　１４：００（予定）　　閉会式　　シーハイルコース下（裏太郎下）（予定）

現地にて行います｡

その他

今年度準指導員合格者対象
※準指導員検定合格者は､J（菅平）会場に参加することが義務付けられています｡
※Ｃ級公認検定員検定会を実施します。（筆記用具を忘れないで下さい）
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入のこと｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降の責任は負
いません。
※変更の情報は都連ホームページ、都連フェイスブックにてお知らせします。

２０１８年
　３月２４日（土）　　８：４０～８：５５　資料配布　シーハイルコース下（裏太郎下）
　　　　　　　　　 　　 ９：００～　　　 　 開会式　　　　同　上
　３月２５日（日）　１４：００（予定）　　閉会式　　シーハイルコース下（裏太郎下）（予定）

日程

※各自で手配してください。

準指導員合格発表後に配付する振込用紙で、下記締切日迄の振込にて申込済となります。
　　　２０１８年　３月１６日（金）〆切

申込方法



期日
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参加定員

日程

理論
クリニック

申込方法

参加料
宿泊

その他

期日

会場

本部

参加定員

日程

理論
クリニック

申込方法

参加料
宿泊

その他

２０１８年
　３月３１日（土）　　 ８：４０～　８：５５　 資料配布　熊の湯スキー場内（予定）
　　　　　　　　　　 　　９：００～　　　 　   実技受付　熊の湯スキー場内
　　　　　　　　　　 　１４：３０～１８：３０　 開会式・理論・クリニック　ホテル大広間
　４月　１日（日）　 １４：００（予定）　　　閉会式　　 熊の湯スキー場内

スキー指導者研修会K　熊の湯会場　【行事番号：170478】

２０１８年　３月　３１日（土）～　４月　１日（日）

長野県　志賀高原熊の湯スキー場

熊の湯ホテル   TEL0269-34-2311　FAX0269-34-3010
〒381-0401長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148

 ２２０名

現地にて行います｡

【デジエントリーのみ】
　　　期　間：２０１８年　２月　１日（水）～　３月１０日（土）１７時まで
全てデジエントリーのみでの申込みとし、抽選は行わず先着順での受付となります。
※インターネット（パソコン・携帯）でお申込みの方は、「http://dgent.jp/sat/」へ
アクセスしてください。オペレーターでお申込みの方は、「0466-52-5448」へ掛けてください。
研修会：　５，０００円／クリニック：　３，０００円
※熊の湯ホテル宿泊につきましては、各自連絡をして予約をしてください。

※2日間で理論・実技・クリニックを行う過密な日程等で行います。
志向別実技グループ設定
　１．年齢別※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入のこと｡
　２．ポール研修（２日間ポール研修を行います）
      ポール練習には、安全の為にヘルメットの着用を義務付けます。
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入のこと｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降の責任は負いません。
※変更の情報は都連ホームページ、都連フェイスブックにてお知らせします。

※2日間で理論・実技・クリニックを行う過密な日程等で行います。
志向別実技グループ設定
　１．年齢別※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入のこと｡
　２．不整地研修（コブ斜面を中心とした研修)
      不整地研修には、安全の為にヘルメットの着用を義務付けます。
　　　参加者が12名以下の場合、またはゲレンデ状況不良の場合は一般研修となります。
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入のこと｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降の責任は負いません。
※変更の情報は都連ホームページ、都連フェイスブックにてお知らせします。

スキー指導者研修会L　熊の湯会場　【行事番号：1700479】

２０１８年　４月　７日（土）～　４月　８日（日）

長野県　志賀高原熊の湯スキー場

熊の湯ホテル   TEL0269-34-2311　FAX0269-34-3010
〒381-0401長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148

 ２００名
２０１８年
　４月　７日（土）　　 ８：４０～　８：５５　 資料配布　熊の湯スキー場内（予定）
　　　　　　　　　　 　　９：００～　　　 　   実技受付　熊の湯スキー場内
　　　　　　　　　　　 １４：３０～１８：３０　 開会式・理論・クリニック　ホテル大広間
　４月　８日（日）　 １４：００（予定）　　　閉会式　　 熊の湯スキー場内

現地にて行います｡

【デジエントリーのみ】
　　　期　間：２０１８年　２月　１日（水）～　３月１０日（土）１７時まで
全てデジエントリーのみでの申込みとし、抽選は行わず先着順での受付となります。
※インターネット（パソコン・携帯）でお申込みの方は、「http://dgent.jp/sat/」へ
アクセスしてください。オペレーターでお申込みの方は、「0466-52-5448」へ掛けてください。
研修会：　５，０００円／クリニック：　３，０００円
※各自で手配してください。
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資料送付　東京都スキー指導者協会より送付致します。
２０１７年
１２月　８日（金）　　９：００～９：３０　受付　　 ゲレンデ下左側
　　　　　　　　　 　　 ９：３０～　　　　　開会式　ゲレンデ下左側
１２月　９日（土）　１４：００（予定）　　閉会式

スキー指導者研修会（北海道）
指導者協会委託事業　【行事番号：1700472】

２０１７年１２月　８日（金）～１２月　９日（土）

北海道　札幌国際スキー場（予定）

札幌市内（予定）　TEL
〒

 ８０名

在京理論（Ⅰ・Ⅱ）のいずれかを受講すること。

【デジエントリーのみ】
　　　期　間：２０１７年　９月１０日（日）１０時～　９月３０日（土）１７時まで
全てデジエントリーのみでの申込みとし、抽選は行わず先着順での受付となります。
※インターネット（パソコン・携帯）でお申込みの方は、「http://dgent.jp/sat/」へ
アクセスしてください。オペレーターでお申込みの方は、「0466-52-5448」へ掛けてください。

研修会：　５，０００円／クリニック：　３，０００円
※各自で手配してください。

※実技講師は北海道スキー連盟よりの派遣になります。
※年齢別の班編成となります。
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入のこと｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応+A13:L14急対応はしますが、それ以降の
責任は負いません。
※変更の情報は都連ホームページ、都連フェイスブックにてお知らせします。

※実技研修は、北海道スキー連盟のスキー指導者研修会（朝里川会場）に参加となります。
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入のこと｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降の責任は負
いません。
※変更の情報は都連ホームページ、都連フェイスブックにてお知らせします。

スキー指導者研修会北海道　朝里川会場
北海道スキー連盟委託事業　【行事番号：1700472】

２０１７年１２月２３日（土）～１２月２４日（日）

北海道　朝里川温泉スキー場

朝里クラッセホテル　TEL：0134-52-3800   FAX：0134-52-3888
〒047-0154  北海道小樽市朝里川温泉2丁目676-1

 ８０名

資料送付　都連より送付致します。
２０１７年
１２月２３日（土）　　９：００～９：３０　受付　　 ガルチックハウス
　　　　　　　　　　 　 ９：３０～　　　　　開会式　ガルチックハウス
１２月２４日（日）　１２：００（予定）　　閉会式　（道連のスケジュールによります。）

在京理論（Ⅰ・Ⅱ）のいずれかを受講すること。

【デジエントリーのみ】
　　　期　間：２０１７年　９月１０日（日）１０時～　９月３０日（土）１７時まで
全てデジエントリーのみでの申込みとし、抽選は行わず先着順での受付となります。
※インターネット（パソコン・携帯）でお申込みの方は、「http://dgent.jp/sat/」へ
アクセスしてください。オペレーターでお申込みの方は、「0466-52-5448」へ掛けてください。

研修会：　５，０００円／クリニック：　３，０００円
※各自で手配してください。


