
今年は“ボート免許”を取得しよう!!

■　年　齢
■　視　力
■　色　覚
■　聴　力
■　疾病及び身体
　　 機能の障害

■　受講料　(学科・実技)
■　身体検査手数料　
■　国家試験手数料　(実技)
■　免許申請手数料　(登録免許税　２，０００円含む)
※　　取得費用総額
※上記料金は改定されることがありますのでご了承ください
※受講料に含まれております受験手数料と登録免許税のお預かり期限は６カ月間です。
 　（講習開始日より６カ月）

１通
１通
２通

■　証明写真(縦4.5ｃｍ×横3.5ｃｍ)　 ４枚
■　住民票　(本籍地記載・マイナンバー記載不要) １通
■　取得費用　払込控えのコピー　（銀行振込の場合) １通
■　ボート免許証のコピー １通
　　　（他の船舶免許をお持ちの方）

　　　　　裏面の日程表をご確認のうえ上記必要書類をお持ち頂きお申込締切り日までに受付にてお申し込みください。
　　　　　　　※申込み締切りに遅れた場合次回の講習日になります。　
　　　　　　　※申込み完了後のコース変更や講習のキャンセル(受講料の返金)はお受けできません。　
　　　

R5.3

９，３００円

　　●　免許取得資格
１８歳以上
両眼ともに０．５以上(矯正可)
夜間において船舶の灯火(赤・緑・白)の色を識別出来ること
５ｍ以上の距離で普通の大きさの声音が弁別出来ること(補聴器可)

軽症で業務に支障をきたさないと認められること

　※　上記受験資格についてご心配の方は、あらかじめマリーナまでご相談ください。
　　●　料金

１１５，０５０円
３，４５０円

１８，９００円

■　委任状　(指定様式)

　　●　申込み方法

１４６，７００円

１級学科国家試験免除コース　　　スケジュール　

　　●　必要書類
■　受講申込書　(マリーナ宛)
■　受講申込書　(ＪＥＩＳ北海道宛)

小樽港マリーナ

１級学科国家試験免除 コース 受講生募集中!!

実技講習

１日

実技試験

半日
学科講習 ４日

(講習最終日 修了審査)
通算

５.５日間

受講者全員に、

「小樽港マリーナヨットスクール」初回ベーシックコース(半額)をプレゼント！！
※詳細はお問合せください ☎0134-22-1311

写真について

パスポートサイズ

6か月以内撮影、無

帽、無背景、

壁紙の柄も不可

色付きレンズの眼

鏡不可



R5.3.20更新

  実技試験日（１日）

５/２０(土)  ８：３０～１６：００

５/２１(日)  ８：４５～１８：１０（修了審査も含む）

５/２７(土)  ８：３０～１７：００

５/２８（日)  ８：４５～１７：１０（修了審査も含む）

  実技試験日（１日）

６/１０(土)  ８：３０～１６：００

６/１１(日)  ８：４５～１８：１０（修了審査も含む）

６/１７(土)  ８：３０～１７：００

６/１８（日)  ８：４５～１７：１０（修了審査も含む）

  実技試験日（１日）

６/２４(土)  ８：３０～１６：００

６/２５(日)  ８：４５～１８：１０（修了審査も含む）

７/１(土)  ８：３０～１７：００

７/２（日)  ８：４５～１７：１０（修了審査も含む）

　　　　　※１　お申込締切日までに、受講料金のお支払と必要書類一式のご提出確認が出来ない
      　　　　　 場合、ご希望の講習日の受講は出来ません。

　　　北洋銀行 小樽中央支店
　　　北海道銀行 小樽支店

　　　　株式会社　マリンウェーブ小樽

ＴＥＬ（0134）-22-1311　ＦＡＸ（0134）22-1337
ｉｎｆｏ@ｍｗ-ｏｔａｒｕ.ｊｐ　　　　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｍｗ-ｏｔａｒｕ.ｊｐ
　　　　営業時間　　　　9：00～17：00

定休日 7月～8月　　　　　　　　　　　　　（7月第1、第2、第3水曜日のみ休み）
4月～6月、9月～10月　　　　　（水曜日）
11月～3月　　　　　　　　　　　　（水曜、木曜日）
祝日が重なった場合は翌日が定休日になります。

◇◇　小樽港マリーナ　ボート免許教室　日程表　◇◇
(１級学科国家試験免除コース)

令和５年　５月　講習日程　　　　料金・書類　提出締切日　　令和５年　４/３０(日)まで※１

実技講習日（１日） 学科　　講習日

講習は全て定員制となっております。お申込前に、お電話にて空き状況をご確認下さい。
会場：実技（講習・試験）・学科（講習） 小樽港マリーナ

５/１５（月）（定員３名）
５/１９（金）

５/１６（火）（定員３名）

９：００～順次講習開始
※詳しい集合時間はお申込

みの際、ご確認ください。

試験開始時間は実技
講習時にお伝えします

〒047-0008　北海道小樽市築港5番7号

株式会社　マリンウェーブ小樽

《口座名》

　　　　　※　 上記日程・会場は変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。
　　　　　※　 講習人数により実技講習日・講習時間が変更になる場合がございます。

◇◇　小樽港マリーナ　ボート免許教室　受講料振込先　◇◇
《口座番号》

当座預金　　　1043250
当座預金　　　0139611

９：００～順次講習開始
※詳しい集合時間はお申込

みの際、ご確認ください。

試験開始時間は実技
講習時にお伝えします

令和５年　６月　講習日程　　　　料金・書類　提出締切日　　令和５年　５/２１(日)まで※１

実技講習日（１日） 学科　　講習日

６/５（月）（定員３名）
６/９（金）

６/６（火）（定員３名）

９：００～順次講習開始
※詳しい集合時間はお申込

みの際、ご確認ください。

試験開始時間は実技
講習時にお伝えします

令和５年　６月　講習日程　　　　料金・書類　提出締切日　　令和５年　６/４(日)まで※１

実技講習日（１日） 学科　　講習日

６/１９（月）（定員３名）
６/２２（木）

６/２０（火）（定員３名）

mailto:ｉｎｆｏ@ｍｗ-ｏｔａｒｕ.ｊｐ　　　　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｍｗ-ｏｔａｒｕ.ｊｐ


■太枠内についてご記入・捺印ください 受付者

　受験コース　　　　　　　　　　　　１級　・　1級su　・　２級 ・ 特殊

　学科試験免除コース　　　　　　　　　　　　　１級　・　２級 

都・道

府・県

-

　　ＴＥＬ （ ） －

　　ＦＡＸ （ ） －

　　携帯 （ ） －

- 名称

　　ＴＥＬ （ ） －

　　ＦＡＸ （ ） －

　　　　□店頭渡し　　　　　　　　□郵送　（　現住所　・　お勤め先　）

　イベントなどダイレクトメールを郵送しても良いですか　　　□良い　　　　□必要ない

□ □ □ □ □

□

　▼（１８才未満の方は親権者の同意が必要です）　私は本書によりこの申込みにつき親権者として同意します

試験日 /　　　　（　　　　） /　　　　（　　　　）
R4.4

学科 実技
講習日 /　　　　（　　　　） /　　　　（　　　　）

　　　チェック欄
受講料 １級　・１級ｓｕ　・２級　・特殊　￥

提出書類

住民票（本籍地記載のもの）
写真　　　　　　 枚
委任状　　　　　枚
受講料払込控（コピー）
ボート免許証（コピー）※変更箇所注意

小型船舶操縦士　　　　　　級 　　・　　　・ 第　　　　　　　　　　　　　　　　号

　□現在のボート免許証記載事項から変更有り　（　氏名　・　住所　・本籍地　）

同意者

フリガナ 印鑑 続柄　　　　　　　親　・　その他（　　　　　　　　　　　　　）
〒
ご住所
ＴＥＬ　　　　　　（　　　　　）　　　　　　　　－
生年月日　　　大正　・　昭和　　　　　年　　　　　月　　　　　日（　　　　才）

親権者名

公務員 自営業 学生

その他

現在の
ボート免許

□無　　□有⇒
免許の種類 交付年月日 免許番号

現住所

お勤め先

免許証お渡し方法　等

ご職業
会社員 会社役員

生年月日
昭和　・　平成 年齢 男 本籍地

　年　　　月　　　日生 才 女 （国籍）

□現金　□振込　□クレジット 　R　　　・　　　・

（　　　　　　　　　　　　　　） シースタイル同時入会□

＜小樽港マリーナボート免許教室　受講申込書＞

　申込日　　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　受講者NO   

希望講習日・コース 　年　　　　月　　　　日

ご氏名

　ﾌﾘｶﾞﾅ 印鑑 お支払い方法 ご入金日





委 任 状 

 

私は、株式会社マリンウェーブ小樽を代理人と定め下記の件を委託します。 

                記 

令和  年  月   日 の北海道小樽市における 級小型船舶操縦士試験

についての申請並びに交付書類及び返却書類の受領についての一切の件。 

 

令和  年  月  日 

小型船舶操縦士試験機関 

一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 殿 

 

 

受験番号                        

委任者氏名                        

 

 

 



委 任 状 

 

私は、株式会社マリンウェーブ小樽を代理人と定め下記の件を委託します。 

                記 

令和  年  月   日 の北海道小樽市における 級小型船舶操縦士試験

についての申請並びに交付書類及び返却書類の受領についての一切の件。 

 

令和  年  月  日 

小型船舶操縦士試験機関 

一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 殿 

 

 

受験番号                        

委任者氏名                        

 

 

 


