乗馬指導者養成講習会（ブリティッシュ初級）料金表
令和３年度
北海道地域

６/３０（水）～７/１（木）

会 場

ノーザンホースパーク 北海道苫小牧市美沢114-7

借馬料

８,０００円（1鞍）

入厩料

３,０００円（１日・１頭）

借馬・入厩に関する問い合わせは、ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ（ｲﾝﾄﾞｱ事務所） 担当：大井 まで Ｔｅｌ ０１４４－５８－２８１２

※借馬可能頭数： 10頭
昼食：各自【コンビニ（車で15分）又は近郊の食堂利用】
施設内に飲食店あり

宿
泊

施設名

電話

ノーザンファーム研修棟

０１４４－５８－２８１２

料金

備考
３,０００円 ２名１室

JR千歳駅近辺ホテル多数あり

東北地域

６/２３（水）～６/２４（木）
会 場
借馬料

馬っこパーク・いわて 岩手県滝沢市砂込389-18
６,６００円（1鞍）

入厩料

３,３００円（１日・１頭）

借馬・入厩に関する問い合わせは、馬っこパーク・いわて 担当： 加藤亮哉 まで Tel ０１９－６８８－５２９０
※借馬可能頭数： ２頭
昼食：各自【コンビニまで車で約 ５分】

宿
泊

施設名

電話

ユートランド姫神

０１９－６８３－３２１５

料金

備考
５,３００円 素泊まり

２日間の講習会で最大３鞍騎乗します。
宿泊・昼食は直接連絡または準備願います。借馬料・入厩料は会場で徴収いたします。
※宿泊料金等は参考金額です。直接お問い合わせください。

関東地域

９/６（月）～９/７（火）
会 場

中島トニアシュタール 茨城県東茨城郡茨城町大戸７３８

借馬料

６,６００円（１鞍）

入厩料

３,３００円（１日・1頭）

借馬・入厩に関する問い合わせは、中島トニアシュタール 担当：八ツ田まで Ｔｅｌ ０２９－２９２－６７５３
※借馬可能頭数：２０頭 関東地域のみ申込用紙締切後に借馬・宿泊（ゲストハウス）について会場に申し込みく
（4月現在） ださい。【借馬希望者は、馬割の関係で下記事項について必ず連絡のこと。】
A)鞍持ち込みの有無

B)身長

C)体重

昼食：お弁当・・・1,100円 事前に担当者に連絡。または各自用意。
【入厩・借馬・宿泊（ｹﾞｽﾄﾊｳｽ）は８/２０（金）～２７日（金）までに担当：八ツ田に連絡のこと。】
施設名
水戸第一ホテル

電話

料金

備考

０２９－２２７－１１１１

４,１００円～ バス・トイレなし

０２９－２２４－１５１５

５,５００円～ 朝食付

０２９－２２２－３１００

７,０００円～ 朝食付

０２９－２２５－００１１

５,２５０円～ 素泊まり

０２９－３００－２５００

７,５００円～ 素泊まり

ホテルシーラックパル水戸

０２９－２４１－１４８６

５,８００円～ 朝食付

車 ホテルルートイン水戸県庁前
で
1
0
分 水戸プラザホテル

０２９－３０５－０１１１

５,９００円～ 朝食付

０２９－３０５－８１１１

１３,１２５円～ 素泊まり

水戸リバーサイドホテル
車
で
2 ホテルメッツ水戸
0
～
3 水戸シルバーイン
＋450円で朝食が付きます。(要予約)
0
宿 分
ホテルテラス・ザ・ガーデン水戸
泊

車
中多屋旅館
で
５ 予約の際に、「中島で講習会受講」を通
分 知すると、－500円。
徒
歩 中島トニアシュタール
５
ゲストハウス
分

０２９－２９２－０１５０

４,０００円～ 素泊まり バス・トイレなし
４室まで可

０２９－２９２－６７５３

２,７５０円 １室４名
素泊まり

２日間の講習会で最大３鞍騎乗します。
宿泊・昼食は直接連絡または準備願います。借馬料・入厩料は会場で徴収いたします。
※宿泊料金等は参考金額です。直接お問い合わせください。

北陸・中部地域

７/７（水）～７/８（木）

会 場

御殿場市馬術・
スポーツセンター

借馬料

８,０００円（１鞍）

静岡県御殿場市仁杉１４１５－１
入厩料

４,０００円（１日・１頭）

借馬・入厩に関する問い合わせは、ライディングクラブフジファーム 担当：川口 まで
Ｔｅｌ ０５５０－８８－１０３３
※借馬可能頭数：３～６頭
昼食：各自（コンビニまで車で５分）
施設名

電話

ルートイン御殿場

０５５０－８０－３４１１

ｼﾝｸﾞﾙ ８,７００円～ 朝食付き

０５５０－７０－１１５５

ｼﾝｸﾞﾙ ７,６００円～ 朝食付き

０５５０－８１－０８０８

ｼﾝｸﾞﾙ ６,５００円～ 朝食付き

０５５０－８４－９０００

ｼﾝｸﾞﾙ ５,３００円～ 朝食付き

０５５０－８３－９００２

ｼﾝｸﾞﾙ ５,３００円～ 朝食付き

（車で１５分）

ルートイン御殿場駅南

宿
泊

弁当 ８００円 事前に担当者に連絡

（車で２０分）

ホテルクニミ
（車で２０分）

スーパーホテル御殿場Ⅰ
（車で２５分）

スーパーホテル御殿場Ⅱ
（車で２５分）

関西地域

料金

備考

７/６（火）～７/７（水）
会 場

鶴見緑地乗馬苑

借馬料

７,７００円（1鞍）

大阪府守口市大字高瀬旧大枝510
花博記念公園内
入厩料

３,３００円（１日・１頭）

借馬・入厩に関する問い合わせは、鶴見緑地乗馬苑 担当：林 まで Tel ０６－６９１５－００３４
※借馬可能頭数：要連絡（先着順）
昼食：各自用意（近郊にレストランあり）

宿
泊

施設名

電話

東横イン門真市駅前

０６－６９１６－１０４５

ｼﾝｸﾞﾙ ６,６００円

スーパーホテル門真

０６－６９０４－９０００

ｼﾝｸﾞﾙ ５,９００円

ホテルリブマックス大阪門真

０６－６３５３－０３２１

ｼﾝｸﾞﾙ ７,６００円

料金

２日間の講習会で最大３鞍騎乗します。
宿泊・昼食は直接連絡または準備願います。借馬料・入厩料は会場で徴収いたします。
※宿泊料金等は参考金額です。直接お問い合わせください。

備考

中国・四国地域

７/１３（火）～７/１４（水）

会 場

エヒメ乗馬クラブ

借馬料

７,０００円（1鞍）

愛媛県新居浜市大生院喜来762-12
入厩料

３,０００円（１日・１頭）

借馬・入厩に関する問い合わせは、エヒメ乗馬クラブ 担当：松本 まで Ｔｅｌ ０８９７－４１－１１０１
※借馬可能頭数：２～３頭
昼食：お弁当・・・５００円前後 事前に担当者へ連絡。
昼食：各自用意（近郊にコンビニあり）

宿
泊

施設名

電話

ホテルマックスビジョン

０８９７－３３－１０００

ｼﾝｸﾞﾙ ３,９００円～ 新居浜

ホテルαワン新居浜

０８９７－３７－５０００

ｼﾝｸﾞﾙ ４,５００円～ 新居浜

西条国際ホテル

０８９７－５６－４８００

ｼﾝｸﾞﾙ ４,９００円～ ＪＲ伊予西条駅

スーパーホテル新居浜

０８９７－３２－９０００

ｼﾝｸﾞﾙ ５,４３０円～ 新居浜

九州地域

料金

備考

６/２２（火）～６/２３（水）
会 場

福岡県馬術競技場

福岡県古賀市筵内５６４

借馬料

８,０００円（1鞍）

入厩料

１,１３０円（１日・1頭）

借馬・入厩に関する問い合わせは、カナディアンキャンプ乗馬クラブ 担当：山口まで Tel ０９４０－６２－１９１２
※上記問い合わせ先は、会場と異なりますのでご注意ください。

※借馬可能頭数：１～２頭
昼食：各自用意（近郊にレストランあり）

宿
泊

施設名

電話

HOTEL AZ 福岡古賀店

０９２－９４０－２２０１

ｼﾝｸﾞﾙ ５,１５０円～ 朝食付

HOTEL AZ 福岡和白店

０９２－６０５－３３０１

ｼﾝｸﾞﾙ ５,１５０円～ 朝食付

ロイヤルホテル宗像

０９４０－６２－４１１１

料金

ｼﾝｸﾞﾙ ９,１５０円～ 朝食付

（ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｷｬﾝﾌﾟより予約の場合）

２日間の講習会で最大３鞍騎乗します。
宿泊・昼食は直接連絡または準備願います。借馬料・入厩料は会場で徴収いたします。
※宿泊料金等は参考金額です。直接お問い合わせください。

備考

