
WEBCP

〒現住所

（住民票記載地）

（受験票等）（受験票等）

〒書類郵送先書類郵送先

（TEL）

本籍地 性　別

都道

府県
男・女

注意！）学科試験会場にて行われる身体検査が不合格になると受験ができません。

　　　　視力や弁色力等が受験資格に満たない場合は予め、身体検査証明書を、

　　　　最寄りの医療機関で作成して事前に提出して下さい。

年齢　　　1級・2級 限定無し   18歳（17歳9ヶ月から受験可能）

　　　　　2級・5トン限定付　16歳（15歳9ヶ月から受験可能）

視力　　　0.6以上（矯正可）

弁色力　　色盲または、強度の色弱で無いこと

聴力　　　5m離れての話声が聞き取れること

■ 受験資格についての注意事項■ 受験資格についての注意事項

年　　　   月　　 　  日 迄有効

フリガナ

氏　名

入校カテゴリー  □ホームページ    □広告    □ご紹介　□その他

連絡先

連絡先（メール）

□1 級コース 

□2 級コース

□ステップアップ 

□1 級　 　□2 級　　□ステップアップ 

携帯

PC／携帯

自宅

年 月 日 生れ 歳□昭和・□平成生年月日

勝どきマリーナ ・ボートライセンススクール 申込書

受講進行表（下記は記入しないで下さい）　　　　　　　　　　　　受付日　　　年　　月　　日　　　受付スタッフ名　　　　　　　（店頭受付・郵送受付）受講進行表（下記は記入しないで下さい）　　　　　　　　　　　　受付日　　　年　　月　　日　　　受付スタッフ名　　　　　　　（店頭受付・郵送受付）

□1級 □2級　□旧4級　

□旧5級　□小型特殊（水上オートバイ）

特殊（水上オートバイ）及び、2級1マイル限定免許（旧5級）所有者は1・2級学科試験の1科目免除（操縦者心得遵守事項12問免除）

海技士（航海）所有者の免除科目は、「交通の方法」「運航（特殊の「運航」は除く）」「上級運航」■海技士（機関）所有者の免除科目は「上級運航II」

免許番号

有効期限

枠内を記入し写真貼付の上お申し込み下さい▼▼

ボート免許を
お持ちの方は
ご記入下さい

▼

受講コース

MEMO 

MEMO 

■身体検査証明書　1通 (試験機間の所定用紙) 必要な方のみ・下記参照■身体検査証明書　1通 (試験機間の所定用紙) 必要な方のみ・下記参照

■申込書 　　1 通（本紙） 　

■証明写真    4 枚 (注: 縦 4.5×横 3.5cm )

■住民票        1 通（注: 本籍地記載のもの / 3ヶ月以内に取得したもの)　　   

■印鑑　　　 1 個  (三文判・シャチハタ可) 免許発行までお預かりできるもの

■料金　        各受講コースによる（下記参照）

▼お申込には下記必要書類をご確認下さい ▼ご希望の日程をご記入ください

　希望コース

＊講習が定員に達した場合は、ご希望日程に添えない事があります。お早めにお申し込みください。

※以下の項目は、記入しないでください。

　　　年　　　月　　　コース

　　　月　　　日（　　　　曜日）　　　

　実技講習の希望日

■現在お持ちの船舶免許（ステップアップ受講者や小型特殊免許をお持ちの方のみ）

　コース 　学科講習A 　学科講習B 　実技講習日 　実技試験日 　試験会場　試験会場

／　　(     ) ／　　(     ) ／　　(     ) ／　　(     ) ／　　(     )

／　　(     ) ／　　(     ) ／　　(     ) ／　　(     ) ／　　(     )

／　　(     ) ／　　(     ) ／　　(     ) ／　　(     ) ／　　(     )

／　　(     ) ／　　(     ) ／　　(     ) ／　　(     ) ／　　(     )

　　　年　 　  月　　     日 (    　   )

　学科試験日

取得受験番号ID

取得受験番号ID

実技オプション

　　2級 受講料

平補講□  ￥9,720

休補講□ ￥10,800

　実技講習補講（平日）   ￥  9,720　

　実技講習補講（休日）   ￥10,800

　講習日程の別日希望　   ￥  5,400

講習料 　　　　￥58,320

学科試験料 　　￥  3,550

実技試験料 　　￥18,900

申請手数料 　　￥  6,480

登録免許税 　　￥  1,800

 合  計 　  ￥92,500

講習料 　　　　￥75,570

学科試験料 　　￥  6,600

実技試験料 　　￥18,900

申請手数料 　　￥  6,480

登録免許税 　　￥  2,000

 合  計 　 ￥113,000

講習料 　　　　￥19,370

申請手数料 　　￥  6,480

実技試験料 　　―――――

学科試験料 　　￥  6,600

身体検査料 　　￥  3,450 身体検査料 　　￥  3,450 身体検査料 　　￥  3,450

登録免許税 　　￥  2,000

 合  計 　  ￥37,900

1

2

（平日・土日祭日）

（平日・土日祭日）

@

疾病及び身体機能に障害がある方であっても船舶操縦

業務に支障が無ければ試験機関とご相談の上項目限定

付きにて免許取得可な場合がございます。

この場合別紙身体証明書が必要となりますので、必要

な方はスタッフまでお申し付け下さい。
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Photo

個人以外は学校・団体・企業名をご記入下さい

WEB

WEB

CP

〒現住所

（住民票記載地）

（受験票等）（受験票等）

〒書類郵送先書類郵送先

（TEL）

本籍地 性　別

都道

府県
男・女

■申込書 　　1 通（本紙） 　

■証明写真    4 枚 (注: 縦 4.5×横 3.5cm)

■住民票        1 通（注: 本籍地記載のもの)　　   

■印鑑　　　 1 個  (三文判) 免許発行までお預かりできるもの

■料金　        各受講コースによる（裏面参照）

注意！）学科試験会場にて行われる身体検査が不合格になると受験ができません。

　　　　視力や弁色力等が受験資格に満たない場合は予め、身体検査証明書を、

　　　　最寄りの医療機関で作成して事前に提出して下さい。

年齢　　　1級・2級 限定無し   18歳（17歳9ヶ月から受験可能）

　　　　　2級・5トン限定付　16歳（15歳9ヶ月から受験可能）

視力　　　0.6以上（矯正可）

弁色力　　色盲または、強度の色弱で無いこと

聴力　　　5m離れての話声が聞き取れること

■ 受験資格についての注意事項■ 受験資格についての注意事項

年　　　   月　　 　  日 迄有効

フリガナ

氏　名

入校カテゴリー  □ホームページ    □広告  □ご紹介　　　　　様　□その他

連絡先

連絡先（メール）

□1 級コース 

□2 級コース

□ステップアップ 

携帯

PC／携帯

自宅

年 月 日 生れ 歳□昭和・□平成生年月日

勝どきマリーナ ボートライセンス・スクール入校申込書

受講進行表（下記は記入しないで下さい）　　　　　　　　　　　　受付日　　　年　　月　　日　　　受付スタッフ名　　　　　　　（店頭受付・郵送受付）受講進行表（下記は記入しないで下さい）　　　　　　　　　　　　受付日　　　年　　月　　日　　　受付スタッフ名　　　　　　　（店頭受付・郵送受付）

料金・定価総合計　（下記は記入しないで下さい）

□1級 □2級　□旧4級　

□旧5級　□小型特殊（水上オートバイ）

特殊（水上オートバイ）及び、2級1マイル限定免許（旧5級）所有者は1・2級学科試験の1科目免除（操縦者心得遵守事項12問免除）

海技士（航海）所有者の免除科目は、「交通の方法」「運航（特殊の「運航」は除く）」「上級運航」■海技士（機関）所有者の免除科目は「上級運航II」

免許番号

有効期限

枠内を記入し写真貼付の上お申し込み下さい▼▼

ボート免許を
お持ちの方は
ご記入下さい

▼

受講コース

MEMO 

■身体検査証明書　1通 (試験機間の所定用紙) 必要な方のみ・下記参照■身体検査証明書　1通 (試験機間の所定用紙) 必要な方のみ・下記参照

▼お申込には下記必要書類をご確認下さい

■現在お持ちの船舶免許（ステップアップ受講者や水上バイク免許をお持ちの方のみ）

学科講習A 学科講習B 実技講習日 予約制・実技試験の 希望日

第1希望　　　年　　  月　　  日 ( 　   )am/pm　 受理番号

第2希望　　　年　　  月　 　 日 ( 　   )am/pm　 受理番号

第1希望　　　年　　  月　　  日 ( 　   )am/pm　 受理番号

第2希望　　　年　　  月　 　 日 ( 　   )am/pm　 受理番号

学科試験日　　　年　　　月　　　日

取得受験番号ID

取得受験番号ID

年　 月　 日入金実技オプション

2級 受講料

1級 受講料

step
 up

平補講□  ￥9,500

休補講□ ￥10.500

受講料
小計

試験料
小計

受講コースと料金

□ 73,700

□ 56,800

□ 18.900

上記手数料含　80,100　 

上記手数料含　63,200

上記手数料含　25,300

2級

1級

SUP

当日身体検査 24,800 + 登録免許税 1,800   =　￥26,600
（□予備身提出者 22,800   =　￥24,600） 2級  定価  ￥  89,800

1級  定価  ￥109,800

SUP定価  ￥  36,400

当日身体検査 27,700 + 登録免許税 2,000   =　￥29,700
（□予備身提出者 25,700   =　￥27,700）

当日身体検査    9,100 + 登録免許税 2,000   =   ￥11,100
（□予備身提出者    7,100   =　￥ 9,100）

国家試験料と登録免許税  申請手数料  ¥6,400

受講料

1

2

（平日・土日祭日）

（平日・土日祭日）

@

疾病及び身体機能に障害がある方であっても船舶操縦

業務に支障が無ければ試験機関とご相談の上項目限定

付きにて免許取得可な場合がございます。

この場合別紙身体証明書が必要となりますので、必要

な方はスタッフまでお申し付け下さい。

地元割りキャンペーン　 A:地もと割対象／中央区　　□2級￥69,800 (¥89,800)　 □1級￥89,800 (¥109,800)　

3.5cm

4
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Photo

B:地域割り対象／港区・千代田区・台東区・墨田区・江東区・近隣 地域割り対象　　

中央区　・港　区　・千代田区
台東区　・墨田区　・江東区

区
□在住

□在学・勤 □2級￥79,800 (¥89,800)　 □1級￥99,800 (¥109,800) 

□在住　□在学・在勤□地元・割りキャンペーン

□地域・割りキャンペーン

在学・在勤の場合は、学校会社名をご記入下さい

割引チケット使用

担当スタッフ又は、ご紹介者名OFF

　　1級 受講料

　　オプション

　　ステップアップ 受講料

※以下の項目は、記入しないでください。　

□地図郵送　（　　月　　日　／ 担当：　　　　）

□免許発送　（　　月　　日　／ 担当：　　　　）　

　（　　月　　日　／ 担当：　　　　）

支払い


