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クリニックの紹介#

このＦＣバルセロナ クリニックは、株式会社アレナトーレが!

"#$%&'!(!)*)%と提携してお届けするクリニックです。!

!

ＦＣバルセロナのホームタウン、スペインのバルセロナへと
渡り、メッシやシャビが実際にプレーしたミニエスタディで!

トレーニングを積むことができます。!

!

ＦＣバルセロナの育成環境やバルサ流のメソッドを体感して、
選手としてのレベルアップを目指していきましょう。!



クリニックの概要#
ＦＣバルセロナ クリニックでは、ＦＣバルセロナのカンテラ（下部組織）で実際に使用され
ているメソッドを通じて、サッカーのテクニックや戦術を学ぶことができます。!
!
ＦＣバルセロナ クリニック参加者はハイレベルなトレーニングはもちろんのこと、バルサ
やサッカーなどに関連したレジャー、レクリエーションを楽しむことができます。!
!
ＦＣバルセロナ クリニックでは、様々な国や文化、関心事を持った選手たちと過ごす経験
を積み、選手全員がサッカーやバルサに対するパッションを共有することができます。!
!
トレーニングに携わるコーチ達の仕事は、サッカーに関わることだけではありません。ＦＣ
バルセロナが示すクラブとしての価値を伝えることも、彼らの使命の１つです。!
!



日程#
コース# 開催都市# 日程# 申し込み期限# 対象年齢# 性別# 申し込み状況#

+日間! バルセロナ! ,-./日0~!,-,1/日0! 申し込み終了! ,2~,3歳! 男女! 日程終了!

+日間! バルセロナ! ,-,1/日0~!,-,4/日0! 申し込み終了! ,2~,3歳! 男女! 日程終了!

+日間! バルセロナ! ,-,4/日0~!,-15/日0! 申し込み終了! ,2~,3歳! 男女! 日程終了!

+日間! バルセロナ! ,-15/日0~!1-1/日0! 申し込み終了! ,2~,3歳! 男女! 日程終了!

6日間! バルセロナ! 1-,./土0~!1-,3/月0! 申し込み終了! ,2~,3歳! 男女! 日程終了!

+日間! バルセロナ! 5-11/日0~!5-14/日0! .-11/木0まで! ,2~,3歳! 男女! 申し込み可!

+日間! バルセロナ! 5-14/日0~!3-5/日0! .-14/木0まで! ,2~,3歳! 男女! 申し込み可!

+日間! バルセロナ! 3-5/日0~!3-,6/日0! 5-5/金0まで! ,2~,3歳! 男女! 申し込み可!

78#9--:;;)<:&$%)=>#-?$$@A<:&)-B?C:%?);$<:D?:E#-!!



スケジュール／アクティビティについて#

ＦＣバルセロナ クリニックはバルサの選手の気分を
味わうのに最も相応しい場所です。
クリニックの参加者全員が世界で最も成功を収めた
トレーニング方法を体感することができます。

ＧＫトレーニングについて：#
ＦＣバルセロナ クリニックでは、ＧＫ特有の技術向上
を目指したスペシャルプログラムを用意しています。!

ＦＣバルセロナのトレーニング!

日程：日曜日から翌週の日曜日まで!
!
※場合によっては、キャンプを円滑に進めるためにスケジュールや
アクティビティを変更することがあります。
※何かしらの理由でアクティビティができなくなった場合は、代わりに
他のアクティビティを実施します。!



アクティビティについて#

午後のアクティビティ!
!

ＦＣバルセロナの施設でトレーニングを終えた後、ＵＡＢ（バルセロナ自治大学）ベラ
テッラ大学キャンパスにてレクリエーション活動を行ないます。このアクティビティを通
じて、様々な国から来た参加者同士の仲間意識や人間性の向上を目指していきます。
なお、全てのアクティビティは訓練を受けた監督者によってスペイン語と英語の２カ国
語で実施されます。!



アクティビティについて#
週末のアクティビティ!
!

・バルセロナ市内のガイドツアー：バルセロナを象徴する観光地や建物を見ながら、バルセロナ
市内を巡るバスガイドツアーです。!

!
!

・バルセロナのオリンピック運河：オリンピック運河には個人でも友人とも
ウォータースポーツを楽しめる素晴らしいレジャー施設があります。ここでは訓
練を受けた監督者の指導のもと、思う存分楽しんでいただきます。参加者の子

供たちはカヌーやカヤック、ボート、アーチェリー、そしてミニゴルフなどを体験
することができます。また、その他にもプールやサンルーム、サッカーやバレー
ボールのコートも併設されています。悪天候の場合は、代わりに他のアクティビ
ティを用意いたします。!



利用施設について#
ＦＣバルセロナのクラブ施設#

#

全てのトレーニングはチャビやイニエスタ、バルデス、メッシなどがカンテラ（下部組織）時代にプレー

した同じピッチで行ないます。また、カンプ・ノウスタジアムやＦＣバルセロナ・ミュージアム、アイスス
ケートリンクなども訪れる予定です。スタジアムツアーでは選手のロッカールームやピッチ、プレス
ルームなど、様々な場所を見学することができます。!



宿泊施設について#
#
ヴィラ・ウニベルシタリア（ＵＡＢベラテッラ大学キャンパス）#

#

宿泊施設はバルセロナの中心地から１９キロ離れた、ＵＡＢベラテッラ大学キャンパス内のヴィラ・ウニ
ベルシタリアを予定しています。ここヴィラ・ウニベルシタリアでは、広々としたバルコニーをもつ部屋で
生活できます。また、大学の生徒たちによる社会活動がオープンスペースにて行なわれたりもします。!

敷地内の施設およびサービス

・サッカーコート

・ビーチバレーコート
・プール

・卓球台
・サンルーム
・レストラン

・カフェテリア
・スーパーマーケット

・フリーＷｉDＦｉ
・コインランドリー
・２４時間体制のセキュリティー!



各施設の場所#

出典：F$$G;)マップ!



料金#

料金に含まれるもの：#
・ＦＣバルセロナ スクールキャンプ オフィシャルトレーニング
（１０回分）
・ＦＣバルセロナ スクールキャンプ オフィシャル講義（２回分）
・ＦＣバルセロナ スクール ＧＫトレーニング（希望者のみ）
・ＦＣバルセロナ スクールキャンプ ＮＩＫＥトレーニングキット
（２セット分）
・ＦＣバルセロナ スクールキャンプ ＮＩＫＥカジュアルキット（２
セット分）
・Ｓｐｏｒｔｓ４ｅｖｅｒオフィシャルジムサック
・ＦＣバルセロナスタジアムツアー＆ミュージアム（ガイド料、
入場料）
・ＦＣバルセロナ公式メガストア!

・宿泊代（ダブル）
・食事代（朝食、昼食、軽食、夕食）
・キャンプ内の移動費（空港への送迎代も含みます）
・バルセロナ市内のガイドツアー
・レクリエーション活動（週末と午後の両方を含みます）
・２４時間の個人サポート
・障害賠償責任保険および市民責任保険※!

!
料金に含まれないもの：#
・航空券代、旅行保険代!

66.H222円（航空券代を除く）!
!

※海外旅行保険については旅行会社よりプランをご提供いたします。!



お申し込み／割引プランについて#

団体でのお申し込み：団体でのお申し込みにつきましては、クラブチーム、学校、旅行代理店、ス
ポーツ関連企業、もしくは１５人以上の団体が対象となります。まずは下記Ｅメールアドレスより担当
者までご相談ください。!

B?C?:E#I:;;)<:&$%)=>#!
!
個人でのお申し込み：下記ウェブサイトより、申し込みフォームに記入をお願いいたします。!!

78#9--:;;)<:&$%)=>#-?$$@A<:&)-B?C:%?);$<:D?:E#-!!

割引プラン：#
以下の項目に当てはまる方には料金割引を行なっております。!
（複数当てはまる場合は、１つの項目のみの適用とさせていただきます）!

!
・ＦＣバルセロナ ソシオ会員の方 J!!.H222円割引!
・兄弟、姉妹で参加される方 J!!.H222円割引 （年齢が下の参加者に割引を適用します）!
・１回以上、当キャンプに参加したことのある方 J!.H222円割引（２回目の申し込み以降、割引を適用します）!



ＦＡＱ（よくあるご質問）#
渡航に関する質問#

Ｑ１ 宿泊プランの参加者はキャンプ初日、いつどこに向かえばいいのでしょうか？また、帰りはいつどこから出発する
のですか？
!
Ａ１ キャンプ初日（日曜日）は、バルセロナのエル・プラット空港へお集まり下さい。キャンプスタッフが空港へ迎えに行
き、そのまま宿泊施設へとお送りします。当日の送迎時間は１４：００と１９：００の２つの時間を設けてあります。帰りの
出発時間につきましては、同じバルセロナ、エル・プラット空港にて１０：００と１４：００の２つの時間を予定しています。
キャンプスタッフがしっかりとお子様に付き添い、搭乗まで送り届けます。!
!
Ｑ２ 子供が未成年なのですが、１人で搭乗しても大丈夫でしょうか？
!
Ａ２ はい、大丈夫です。その場合は“アナカン・サービス（正式名称：アンアカンパニード・マイナー・サービス）”という
サービスを利用します。搭乗手続きから機内のお世話、さらに到着後の入国審査やお荷物の受け取りまで、航空会社
から派遣されたスタッフが同伴します。なお、このサービスにはフライト料金とは別途サービス手数料がかかります。予
めご了承下さい。別途、旅行代理店よりご案内さし上げます。



ＦＡＱ（よくあるご質問）#

渡航に関する質問
!
Ｑ３ 渡航の際には、保護者も同伴して大丈夫でしょうか？

!
Ａ３ はい、保護者の方が同伴していただいても問題はありません。宿泊につきましては、子供たちが宿
泊する大学地区のキャンパスホテル、もしくはバルセロナ市内にあるホテルをこちらで用意させていた
だきます。!
!
Ｑ４ 渡航の際にはどのような書類が必要になりますか？

!
Ａ４ まず、残存有効期間が６カ月以上残ったパスポートが必要になります。ビザの申請は必要ありませ
ん。
!



ＦＡＱ（よくあるご質問）#

渡航に関する質問
!
Ｑ５ 予防接種は必要でしょうか？

!
Ａ５ 予防接種は基本的に必要ありません。
!
Ｑ６ 海外旅行保険に入っておく必要はありますか？
!
Ａ６ 海外旅行保険については旅行会社よりプランをご提供いたします。!



ＦＡＱ（よくあるご質問）#
宿泊施設に関する質問#
!
Ｑ１ 部屋はどのように割り当てられるのでしょうか？

!
Ａ１ 年齢毎に割り当てられる予定です。

Ｑ２ シーツやタオルはホテルから支給されますか？
!
Ａ２ はい、ホテルからタオルとシーツは支給されます。ですが、参加者の方にはトレーニング後やレ

クリエーション活動で使うためのタオルは各自でご用意していただきます。

Ｑ３ インターネットは利用できますか？
!
Ａ３ 宿泊施設では無料ＷｉJＦｉがご利用可能です。ロビーには宿泊者が使用できるコンピューターも
ご用意しています。また、各部屋で使うためのインターネット・ケーブルも貸し出しています。必要で
あればキャンプスタッフにお尋ね下さい。ただし、多くの参加者が利用できるよう、スタッフの方でイ
ンターネット利用時間を決めさせていただきます。



ＦＡＱ（よくあるご質問）#

宿泊施設に関する質問#

Ｑ４ 特別食が必要な子供の場合はどうしたらいいのでしょうか？

!
Ａ４ あらかじめ保護者の方から説明をいただければこちらでご用意いたします。その場合はキャン
プ申し込み時にお知らせ下さい。

Ｑ５ 貴重品などを保管できる場所はありますか？
!
Ａ５ 各部屋にセーフティーボックスがありますので、そちらをご利用下さい。!



ＦＡＱ（よくあるご質問）#

トレーニングに関する質問#
#
Ｑ１ トレーニングはどこで行なわれるのでしょうか？

!
Ａ１ トレーニングはカンプ・ノウスタジアムに隣接されているＦＣバルセロナの公式施設で行なわれ
ます。ミニエスタディ内にあるコート３とコート４を使う予定です。

Ｑ２ トレーニング初日のグループ分けはどのように行なうのでしょうか？
!
Ａ２ トレーニング初日は年齢と、選手が持つ技術レベルによってコーチ陣が判断し、グループ分け
をしていきます。

Ｑ３ トレーニングを行なうピッチは天然芝ですか、それとも人工芝ですか？
!
Ａ３ 張り替えたばかりの人工芝を使います。



ＦＡＱ（よくあるご質問）#

トレーニングに関する質問#
#
Ｑ４ 昼食はどこで食べるのでしょうか？おやつなどは購入できますか？

!
Ａ４ ＦＣバルセロナの施設の近くにあるレストランで、昼食をとります。軽食に関してもこちら側で用意い
たします。

Ｑ５ 保護者はトレーニングの見学をすることができますか？
!
Ａ５ はい、可能です。ただし、セキュリティ上の理由から、施設の出入りの際には登録の必要があります。
またキャンプスタッフが常時、付き添わせていただきます。



ＦＡＱ（よくあるご質問）#

トレーニングに関する質問#
#
Ｑ６ 選手には何人のコーチがつくのでしょうか？

!
Ａ６ 選手１２人あたり１人のＦＣバルセロナコーチがつきます。

!
Ｑ７ 日頃から眼鏡を着用している子供はどうしたらいいでしょうか？
!
Ａ７ 眼鏡を着用している子供には、トレーニング中は専用の保護用スポーツゴーグルを付けて頂きます。



ＦＡＱ（よくあるご質問）#
キャンプに関する質問#
!
Ｑ１ このキャンプはどんな子供を対象にしているのでしょうか？
!
Ａ１ このキャンプは男女問わず、世界中の１０歳から１７歳の子供たちを対象としています。
!
Ｑ２ トレーニング以外のアクティビティはありますか？
!
Ａ２ お昼休みの間や平日のトレーニング後、そして週末にいくつかのアクティビティを用意してあります。これら
のアクティビティには、子供１０人当たり１人の監督者がつきます。アクティビティの例としては、ＦＣバルセロナ・
ミュージアムの見学、バルセロナ市内のガイドツアー、オリンピック運河でウォータースポーツ体験などがあり、
さらに宿泊地のヴィラ・ウニベルシタリアでは様々なレクリエーション活動も用意しています。
!
Ｑ３ キャンプ中、コーチやカウンセラーはどのような言語で話すのですか？
!
Ａ３ 英語、スペイン語、カタルーニャ語です。日本語の通訳もこちらで用意できますので、ご希望の方はお問い
合わせください。#



ＦＡＱ（よくあるご質問）#

キャンプに関する質問#
!
Ｑ４ キャンプ中に問い合わせることはできるのでしょうか？

!
Ａ４ はい、可能です。現地コーディネーター（日本人）の連絡先をお教えいたします。!
!
Ｑ５ 参加者の振る舞いが適切でない場合、運営側はどういった対処をするのですか？
!
Ａ５ 参加者の子供たちは皆、参加する他の子供たち、キャンプスタッフに敬意を払い、あらかじめ決

められたキャンプの日程やルールを尊重しなければいけません。深刻な不品行をした場合、それが
いかなるものでも直ちにキャンプから除籍させていただきます。その場合、保護者に連絡させてい
ただき、帰りのチケットを購入していただきます。



ＦＡＱ（よくあるご質問）#
必要な持ち物に関する質問#

!
参加者にはスポーツトレーニング・セットとカジュアル・セットがそれぞれ２セットずつ配られます。スポーツトレーニング・セットにはト

レーニングシャツと短パン、ソックスが含まれ、ＦＣバルセロナのトレーニングに着用します。もう一方のセットにはシャツと短パン、帽子
が含まれており、トレーニング以外のアクティビティで着用します。これらのセットを洗濯するサービスも提供しております。

個人の衣類や所持品に加えて、以下のものを必ずお持ち下さい。
・サッカー用スパイク

・スニーカー
・水着
・サンダル（プールやロッカールームで履く）

・バスタオル２枚（トレーニング後に使用）とタオル１枚（ウォータースポーツやプールで使用）
・洗面用具（シャンプー、石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉)&?）
・日焼け止め用クリーム

・下着
・パジャマ

・靴下
・長ズボンと手袋（レクリエーション時に着用）
・フード付きのレインコート

・名前を記入した“ジップロック”タイプの袋（個人書類、パスポート、ＩＤカード、保険証、携帯電話などを保管するために使用）
・汚れた衣類を入れる袋

※全ての衣類の目立つところに、名前を記入しておいて下さい。#



お問い合わせ#

クリニックに関するお問い合わせは、下記Ｅ
メールアドレスより名前、電話番号、問い合
わせ内容を明記の上お送り下さい。折り返し
担当者よりご連絡さし上げます。
!
・Ｅメール：B?C?:E#I:;;)<:&$%)=>#!


