
実施時期：2019年 4月13日（土）～4月21日（日） 主　　催：（一社）日本マリン事業協会 関東支部
募集対象：有効期限を過ぎていない小型船舶操縦士免許1級 実施会場：関東地区のイベント参加マリーナ
　　　　　または2級保有者（「勝どきマリーナ」会場以外は、 申込受付：2019年 3月1日より（各受付枠で定員になり次第締切）
　　　　　ボート免許をお持ちでない方も参加可能） 担　　当：南  神奈川県横浜市金沢区白帆4-4

実施会場と実施日

料金：平日  3,000円（税込）/1名　土・日・祝  4,000円（税込）/1名 （レンタルボート料金は無料・燃料代、保険等負担金として）

※おおよその実施プログラムの流れです。 座学＋乗船体験=約1.5時間です。詳細は会場によって異なります。 
　また天候などの都合で内容や艇種、順番が変更されることがありますのでご了承ください。

乗船前講習
地域の特性やルールを
ご説明

乗船
操船方法や安全備品の
ご説明

出航
港内徐行などルールを
再確認

操船体験
漁網や浅瀬の位置など地域の特性もご説明。いざと
いう時のために、落水者の救助方法も復習します。1 2 3 4
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実施会場

住所（営業時間／定休日）

TEL（受付担当）

FAX

※ ○：操船可　△：乗船のみ可　×：受付不可

艇種（定員／1隻）

実施時間

受付期間：2019年3月1日～（定員になり次第締め切り）お申込み方法 
1.お電話
下記の表からご希望のマリーナに
お電話で空き状況をご確認ください。

2.FAX
裏面の「乗船申込み用紙」にご記入の上、
実施会場へFAXにて申込みください。

3.担当者から連絡
実施会場の担当者より「参加受付確認、了承」の
連絡をもって乗船申込み完了となります。

実施プログラム例 

TEL.0299-63-1231
FAX.0299-63-1232

FR-20LS（3名）
①10：00～  ②13：00～　の2回

担当：大橋
　　 石上

担当：山田
　　 鈴木

2019年4月

TEL.045-504-1094（担当：中須）
FAX.045-504-7771

SR-X（4名）
①10：00～  ②13：00～  ③15：00～

TEL.045-776-7594（担当：佐藤）
FAX.045-776-7596

AS-21（4名）
①10：30～  ②13：30～  の2回

TEL.046-844-2111（担当：藤里）
FAX.046-844-9572

YFR-27EX（2名）
①10：00～  ②13：00～  ③15：00～

TEL.046-857-2700（担当：後藤）
FAX.046-856-2760

S-QUALO（4名）
①10：00～  ②13：00～  ③15：00～

TEL.046-857-8100
FAX.046-856-7199

サンキャット265（3名）
①10：00～  ②13：00～  ③15：00～

TEL.055-939-0311（担当：中村（勇））
FAX.055-939-1413

AS-21（4名）
①10：00～  ②13：00～　の2回

TEL.046-843-4123
FAX.046-843-4100

FR-23LS（4名）
①10：00～  ②13：00～  ③15：00～
※4月14日（日）のみ
②13：00～  ③15：00～（①なし）

担当：小池
　　 柴田

担当：横田
　　 二宮

TEL.0438-23-2091
FAX.0438-23-1455

FR-20LS（3名）
①10：00～  ②13：00～　の2回

TEL.03-3675-4701（担当：浅見）
FAX.03-3675-4703

FR-23（3名）
①10：00～  ②13：00～　の2回

TEL.03-3531-7833（担当：小林）
FAX.03-3531-7834

AS-21（4名）
①10：30～  ②14：00～　の2回

千葉県香取市佐原イ4051-3
※受付：水郷ボートサービス
　（8:30～17:00／3～10月 無休、11～2月 日曜・祝日定休）

❶水の郷さわら（川の駅）※

横浜市鶴見区大黒町2-19（9:00～17:00／火曜定休）
❺KMC横浜マリーナ

横浜市金沢区白帆1（9:00～17:00／火曜定休）
❻横浜ベイサイドマリーナ

横須賀市西浦賀4-11-5（9:00～17:00／火曜定休）
❽シティマリーナヴェラシス

横須賀市芦名1-17-8（8:30～17:30／火曜定休）
11湘南サニーサイドマリーナ

横須賀市佐島3-7-4（9:00～17:00／火曜定休）
10佐島マリーナ

沼津市江浦514（8:30～17:30／月・火曜定休）
12ヤマハマリーナ沼津

横須賀市東浦賀2-22-2（8:30～17:30／火曜定休）
❼サニーサイドマリーナ ウラガ

木更津市富士見3-1-22（9:00～18:00／月曜定休）
❷セントラル

江戸川区東葛西3-17-16（8:00～17:00／火曜定休）
❸ニューポート江戸川

中央区勝どき3-15-3（9:30～18:00／火曜定休）
❹勝どきマリーナ※初参加の方を優先させて

　いただきます

TEL.046-882-5475（担当：武田）
FAX.046-881-6120

YFR-24（5名）
①10:30～ ②13:00～　の2回
（3名以上で開催）三浦市三崎町小網代1286（9:00～18:00／火曜定休）

❾シーボニアマリーナ

関東地区12マリーナで開催!!
インストラクターが同乗し

ますので

安心して操船できます。

免許の
ない方※

1級・2級ボート免許所
有の方に加え、ボート

免許をお持ちでない
方も参加OK！！ 

参加者
募集中!!

4/13 21 9日間土 日
2019年
開催期間



【　　　　　　　　　　　　　　】会場 ボーティング体験ウィーク実施受付担当者行き

乗 船 申 込 み 用 紙

フリガナ

《1》 乗船者氏名

《2》 住所

《3》 連絡先

《4》 希望会場

《5》 乗船希望日

《6》 小型船舶
 操縦士免許
 ※所有の方

《7》 レンタルボートの
　　会員について

 [生年月日]　T・S・H　　年　　月　　日生 　[年齢]　　　歳

 [性別（○で囲んでください）]　　　◇男　　　◇女

お電話番号　ご自宅： 携帯：

時　　　　分　～　　　　時　　　　分

E-mail

 参　加　日 時　間　（座学＋乗船体験=約1.5時間）

 ）　　（ 日　　　月　　 望希1第

 ）　　（ 日　　　月　　 望希2第

 ）　　（ 日　　　月　　 望希3第

◇1級　　　◇2級

免許No.　第  号 有効期限　平成　　年　　月迄

◇現在レンタルボートの会員である　
◇過去にレンタルボートの会員になっていたことがある
◇レンタルボートの会員経験は全くない

 誓　約　書
私は、本紙に記載された内容にしたがってこのイベントに参加します。
私および同乗者、艇体等にかかわる事故が発生した場合、主催者に責任を問うことはいたしません。

 2019年　　　月　　　日

 （氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

◆お申込みについて
申込受付期間：2019年3月1日から開始（定員になり次第締め切り）

◆参加資格
１）有効期限を過ぎていない小型船舶操縦士免許1級または2級保有者（「勝どきマリーナ」会場以外は、ボート免許をお持ちでない方も参加可能）
２）自己の責任で参加できる方。
３）募集要項、および参加するマリーナのインストラクターの指示等を遵守できる方。

◆注意事項
１）イベント主旨にご賛同いただいたうえで、お申し込みください。
２）事故に関しての責任は、一切負いません。参加者各自の責任の下でご参加ください。
３）本イベント参加中の肖像権は主催者に帰属するものとします。
４）当日は、集合時間を厳守し、小型船舶操縦士免許を所有の方はご提示ください。
５）当日、参加費（燃料代、保険等負担金）として、平日：3,000円（税込）／土・日・祝：4,000円（税込）をお支払いください。
６）天候等の理由で実施できない場合がありますので、ご集合前に各マリーナにご連絡ください。
７）ボートにはインストラクターが必ず同乗します。参加者は相乗りとなります。

※本用紙にご記入いただいた個人情報は、当該イベントの連絡以外には使用しません。

ご希望の時間を
ご記入ください

FAX送信用

( )複数名でご参加希望の場合、1名様につき一枚、
本申込用紙にご記入のうえお申し込みください。

時　　　　分　～　　　　時　　　　分

時　　　　分　～　　　　時　　　　分

該当項目を○で
囲んでください。

◆お申込方法

※乗船希望の会場が複数ある場合は、別々の用紙にご記入の上、それぞれの会場にFAX送信してください。

1.お電話
表面の表からご希望のマリーナに
お電話で空き状況をご確認ください。

2.FAX
この「乗船申込み用紙」にご記入の上、
実施会場へFAXにて申込みください。

3.担当者から連絡
本紙受信後、実施会場の担当者より「参加受付確認、
了承」の連絡をもって乗船申込み完了となります。


