
取得体験会
船舶免許

座学・ボート免許とは！？
ロープワーク

実技＋スクール
隅田川→晴海

29

小
型

コンテンツ

www.kachidoki-marina.com

CLEAT HITCH

　座学　・ボート免許とは！？
　　　　・ロープワーク
　実技　・操船体験
           　　（発進／増速／変針...）

※参加費：3000円（船代・燃料代込み）

完全予約制です。下記事項をご記入頂き、お申し込みください。※FAXの場合は、折り返しご連絡致します。

お名前

□勧められた

□船舶免許を取得したい
□操船してみたい

□その他
ご連絡先

お申し込み お申し込みの動機ご希望時間

クルージング、フィッシング、ウェイクボード・・・

・店頭もしくはお電話にて事前にご予約ください。
・当日はご予約の時間帯までに勝どきマリーナにご来店ください。
・船舶免許取得をお考えの方のみの参加となります。
・本イベントは操船の体験ができるものであり、
　講習や試験が免除されるものではありません。
・その他ご不明な点は、お問い合わせください。

憧れの船舶免許。欲しいけどムズかしそう・・・。
取得前に操船体験をしてみませんか！？平成26年

(土)29
11

受講生募集中！
Kachidoki Marina

□第一便

□第二便

U R L      www.kachidoki-marina.com
F A X       ０３－３５３１－７８３４

E-mail     info@kachidoki-marina.com

TEL 03-3531-7833
〒104-0054　東京都中央区勝どき3-15-3

営業時間9:30̃18:00　
火曜日定休日（臨時休業を除く）

小
型

勝どきマリーナ
本橋発動機株式会社

・ボートライセンススクール
・レンタルボート
・ウェイクボードスクール
・パーティークルーズ
・Cafe＆Bar

東京湾で海遊びをするならご相談ください！

取得体験会

船舶免許
取得体験会

船舶免許

CLOVE HITCH

BOWLINE KNOT

第一便 AM 10:00̃12:00
第二便 PM 13:00̃15:00

　座学　・ボート免許とは！？
　　　　・ロープワーク
　実技　・操船体験
           　　（発進／増速／変針...）

※参加費：2000円（船代・燃料代込み）

完全予約制です。下記事項をご記入頂き、お申し込みください。※FAXの場合は、折り返しご連絡致します。

お名前

□勧められた

□船舶免許を取得したい
□操船してみたい

□その他
ご連絡先

お申し込み お申し込みの動機ご 希 望 日

クルージング、フィッシング・・・

・店頭もしくはお電話にて事前にご予約ください。
・当日はご予約の時間帯までに勝どきマリーナにご来店ください。
・船舶免許取得をお考えの方のみの参加となります。
・本イベントは操船の体験ができるものであり、
　講習や試験が免除されるものではありません。
・その他ご不明な点は、お問い合わせください。

憧れの船舶免許。欲しいけどムズかしそう・・・。
取得前に操船体験をしてみませんか！？

受講生募集中！
Kachidoki Marina

□第一便

□第二便

U R L      www.kachidoki-marina.com
F A X       ０３－３５３１－７８３４

E-mail     info@kachidoki-marina.com

TEL 03-3531-7833
〒104-0054　東京都中央区勝どき3-15-3

営業時間9:30̃18:00　
火曜日定休日（臨時休業を除く）

小
型

勝どきマリーナ
本橋発動機株式会社

・ボートライセンススクール
・レンタルボート
・ウェイクボードスクール
・パーティークルーズ
・Cafe＆Bar

東京湾で海遊びをするならご相談ください！

取得体験会

船舶免許
取得体験会

船舶免許

CLOVE HITCH

BOWLINE KNOT

第一便 AM 10:00̃12:00
第二便 PM 13:00̃15:00

平成26年

(土)29
11

　座学　・ボート免許とは！？
　　　　・ロープワーク
　実技　・操船体験
           　　（発進／増速／変針...）

※参加費：3000円（船代・燃料代込み）

完全予約制です。下記事項をご記入頂き、お申し込みください。※FAXの場合は、折り返しご連絡致します。

お名前

□勧められた

□船舶免許を取得したい
□操船してみたい

□その他
ご連絡先

お申し込み お申し込みの動機ご希望時間

クルージング、フィッシング、ウェイクボード・・・

・店頭もしくはお電話にて事前にご予約ください。
・当日はご予約の時間帯までに勝どきマリーナにご来店ください。
・船舶免許取得をお考えの方のみの参加となります。
・本イベントは操船の体験ができるものであり、
　講習や試験が免除されるものではありません。
・その他ご不明な点は、お問い合わせください。

憧れの船舶免許。欲しいけどムズかしそう・・・。
取得前に操船体験をしてみませんか！？

受講生募集中！
Kachidoki Marina

□第一便

□第二便

U R L      www.kachidoki-marina.com
F A X       ０３－３５３１－７８３４

E-mail     info@kachidoki-marina.com

TEL 03-3531-7833
〒104-0054　東京都中央区勝どき3-15-3

営業時間9:30̃18:00　
火曜日定休日（臨時休業を除く）

小
型

勝どきマリーナ
本橋発動機株式会社

・ボートライセンススクール
・レンタルボート
・ウェイクボードスクール
・パーティークルーズ
・Cafe＆Bar

東京湾で海遊びをするならご相談ください！

取得体験会

船舶免許
取得体験会

船舶免許

CLOVE HITCH

BOWLINE KNOT

第一便 AM 10:00̃12:00
第二便 PM 13:00̃15:00

平成27年
(祝・水)11

2

※参加費：2000円（船代・燃料代込み）

お名前

□勧められた

□船舶免許を取得したい
□操船してみたい

□その他
ご連絡先

お申し込み お申し込みの動機ご希望時間

クルージング、フィッシング、ウェイクボード・・・

・店頭もしくはお電話にて事前にご予約ください。
・当日はご予約の時間帯までに勝どきマリーナにご来店ください。
・船舶免許取得をお考えの方のみの参加となります。
・本イベントは操船の体験ができるものであり、
　講習や試験が免除されるものではありません。
・その他ご不明な点は、お問い合わせください。

憧れの船舶免許。欲しいけどムズかしそう・・・。
取得前に操船体験をしてみませんか！？

受講生募集中！
Kachidoki Marina

□第一便

□第二便

U R L      www.kachidoki-marina.com
F A X       ０３－３５３１－７８３４

E-mail     info@kachidoki-marina.com

TEL 03-3531-7833
〒104-0054　東京都中央区勝どき3-15-3

営業時間9:30̃18:00　
火曜日定休日（臨時休業を除く）

小
型

勝どきマリーナ
本橋発動機株式会社

・ボートライセンススクール
・レンタルボート
・ウェイクボードスクール
・パーティークルーズ
・Cafe＆Bar

東京湾で海遊びをするならご相談ください！

CLOVE HITCH

BOWLINE KNOT

第一便 AM 10:00̃12:00
第二便 PM 13:00̃15:00

平成30年

2

完全予約制です。下記事項をご記入頂き、お申し込みください。※FAXの場合は、折り返しご連絡致します。

お名前

□勧められた

□船舶免許を取得したい
□操船してみたい

□その他
ご連絡先

お申し込み お申し込みの動機ご希望時間

□第一便

□第二便

湾岸マリンクラブ

1000円off主催：勝どきマリーナ
後援：TTTマリンクラブ、湾岸マリンクラブ、水の都中央区をつくる会
開催日：2015年2月11日(水祭日)
費用：2,000円 (湾岸マリンクラブ特別価格)
参加条件：湾岸マリンクラブメンバー入会 (無料)

お申し込みは、
勝どきマリーナまで！

　座学　・ボート免許とは！？
　　　　・ロープワーク
　実技　・操船体験
           　　（発進／増速／変針...）

※参加費：2000円（船代・燃料代込み）

完全予約制です。下記事項をご記入頂き、お申し込みください。※FAXの場合は、折り返しご連絡致します。

お名前

□勧められた

□船舶免許を取得したい
□操船してみたい

□その他
ご連絡先

お申し込み お申し込みの動機ご希望時間ご希望日

クルージング！フィッシング！船上ピクニック！

・店頭もしくはお電話にて事前にご予約ください。
・当日はご予約の時間帯までに勝どきマリーナにご来店ください。
・船舶免許取得をお考えの方のみの参加となります。
・本イベントは操船の体験ができるものであり、
　講習や試験が免除されるものではありません。
・その他ご不明な点は、お問い合わせください。

憧れの船舶免許。欲しいけどムズかしそう・・・。
取得前に操船体験をしてみませんか！？

受講生募集中！
Kachidoki Marina

□第一便

□第二便

□15(水)

□26 (日)

U R L      www.kachidoki-marina.com
F A X       ０３－３５３１－７８３４

E-mail     info@kachidoki-marina.com

TEL 03-3531-7833
〒104-0054　東京都中央区勝どき3-15-3

営業時間9:30̃18:00　
火曜日定休日（臨時休業を除く）

小
型

勝どきマリーナ
本橋発動機株式会社

・ボートライセンススクール
・レンタルボート
・ウェイクボードスクール
・パーティークルーズ
・Cafe＆Bar

東京湾で海遊びをするならご相談ください！

取得体験会

船舶免許
取得体験会

船舶免許

CLOVE HITCH

BOWLINE KNOT

第一便 AM 10:00̃12:00
第二便 PM 13:00̃15:00

平成29年

平成29年

(水)15
 2

(日)26,

　座学　・ボート免許とは！？
　　　　・ロープワーク
　実技　・操船体験
           　　（発進／増速／変針...）

※参加費：2000円（船代・燃料代込み）

完全予約制です。下記事項をご記入頂き、お申し込みください。※FAXの場合は、折り返しご連絡致します。

お名前

□勧められた

□船舶免許を取得したい
□操船してみたい

□その他
ご連絡先

お申し込み お申し込みの動機ご希望時間ご希望日

クルージング！フィッシング！ウェイクボード！

・店頭もしくはお電話にて事前にご予約ください。
・当日はご予約の時間帯までに勝どきマリーナにご来店ください。
・船舶免許取得をお考えの方のみの参加となります。
・本イベントは操船の体験ができるものであり、
　講習や試験が免除されるものではありません。
・その他ご不明な点は、お問い合わせください。

憧れの船舶免許。欲しいけどムズかしそう・・・。
取得前に操船体験をしてみませんか！？

受講生募集中！
Kachidoki Marina

□第一便

□第二便

□19 (木)

□22 (日)

U R L      www.kachidoki-marina.com
F A X       ０３－３５３１－７８３４

E-mail     info@kachidoki-marina.com

TEL 03-3531-7833
〒104-0054　東京都中央区勝どき3-15-3

営業時間9:30̃18:00　
火曜日定休日（臨時休業を除く）

小
型

勝どきマリーナ
本橋発動機株式会社

・ボートライセンススクール
・レンタルボート
・ウェイクボードスクール
・パーティークルーズ
・Cafe＆Bar

東京湾で海遊びをするならご相談ください！

取得体験会

船舶免許
取得体験会

船舶免許

CLOVE HITCH

BOWLINE KNOT

第一便 AM 10:00̃12:00
第二便 PM 13:00̃15:00

平成27年
(木)19

11
(日)22or

(金)8
 12

(日)17,

完全予約制です。下記事項をご記入頂き、お申し込みください。※FAXの場合は、折り返しご連絡致します。

お名前

□勧められた

□船舶免許を取得したい
□操船してみたい

□その他
ご連絡先

お申し込み お申し込みの動機ご希望時間ご希望日

□第一便

□第二便

□8(金)

□17 (日)

完全予約制です。下記事項をご記入頂き、お申し込みください。※FAXの場合は、折り返しご連絡致します。

お名前

□勧められた

□船舶免許を取得したい
□操船してみたい

□その他
ご連絡先

お申し込み お申し込みの動機ご希望時間ご希望日

□第一便

□第二便

□15(木)

□25 (日)

15 (日)(木) 25&

　実技　・操船体験
           　　（発進／増速／変針...）

完全予約制です。下記事項をご記入頂き、お申し込みください。※FAXの場合は、折り返しご連絡致します。

取得体験会

船舶免許
取得体験会

船舶免許

　座学　・ボート免許とは！？
　　　　・ロープワーク


