
講習日 試験日 書類締切日 免許証発行予定日 料金 コース名

1 ３月１４日（日） ５９.１５０円 日曜日コース

2 ３月２０日（土） ５９.１５０円 短期集中コース

3 ２月２８日（日） ６５.１５０円 １日コース

4 ４月１０日（土） ４月１７日（土） ４月　８日（木） ４月２２日（木） ５９.１５０円 土曜日コース

5 ４月１８日（日） ４月２５日（日） ４月１５日（木） ５９.１５０円 日曜日コース

6 ４月　４日（日） ６５.１５０円 １日コース

7 ５月　１日（土） ５月　２日（日） ４月２２日（木） ５９.１５０円 短期集中コース

8 ４月１１日（日） ６５.１５０円 １日コース

9 ５月　８日（土） ５月　９日（日） ４月２５日（日） ５９.１５０円 短期集中コース

10 ４月１８日（日） ６５.１５０円 １日コース

11 ５月２０日（木） ５月２７日（木） ５月１４日（金） ５２.１５０円 平日コース

12 ５月２９日（土） ５月３０日（日） ５月２０日（木） ５９.１５０円 短期集中コース

13 ６月　５日（土） ６月　６日（日） ５月２７日（木） ６月１０日（木） ５９.１５０円 短期集中コース

14 ６月１７日（木） ６月２４日（木） ６月１１日（金） ７月　１日（木） ５２.１５０円 平日コース

15 ６月１９日（土） ６月２０日（日） ６月１０日（木） ６月２４日（木） ５９.１５０円 短期集中コース

16 ６月２３日（水） ６月２４日（木） ６月１１日（金） ５９.１５０円 短期集中コース

17 ６月　３日（木） ６５.１５０円 １日コース

18 ６月１０日（木） ６５.１５０円 １日コース

19 ７月　３日（土） ７月　４日（日） ６月２４日(木） ５９.１５０円 短期集中コース

20 ７月１５日（木） ７月１６日（金） ７月　５日（月） ７月２６日（月） ５９.１５０円 短期集中コース

21 ７月１５日（木） ７月２２日（木） ７月　９日（金） ７月２９日（木） ５２.１５０円 平日コース

22 ７月２５日（日） ５９.１５０円 日曜日コース

23 ７月３１日（土） ５９.１５０円 短期集中コース

24 ８月１３日（金） ８月１４日（土） ８月　４日（水） ５９.１５０円 短期集中コース

25 ７月２４日（土） ６５.１５０円 １日コース

26 ８月１７日（火） ８月２４日（火） ８月１２日（木） ５２.１５０円 平日コース

27 ８月２３日(月） ８月２４日(火) ８月１２日（木） ５９.１５０円 短期集中コース

28 ９月　４日（土） ９月　５日（日） ８月２６日（木） ９月９日（木） ５９.１５０円 短期集中コース

29 ９月　８日（水） ９月１５日（水） ９月　３日（金） ５２.１５０円 平日コース

30 ９月１２日（日） ９月１９日（日） ９月　９日（木） ５９.１５０円 日曜日コース

31 １０月　９日（土） １０月１０日（日） ９月３０日（木） １０月１４日（木） ５９.１５０円 短期集中コース

32 １１月１３日（土） １１月１４日（日） １１月　４日（木） １１月１８日（木） ５９.１５０円 短期集中コース

注意１、　1日コースには以下の受講条件がございます。

①学科・ロープワークが独学となるコースなので、計画的に勉強のできる方

②試験10日前までに模擬問題を解き、回答用紙をマリンボックス100へ提出の出来る方

注意２、　身体検査を試験日当日に受検する場合は、プラス１，８５０円が必要です。

注意３、　プラス３，０００円で講習日と試験日の組合せを変更することも可能です。

６月２４日（木）

４月３０日（金）

４月２５日（日）

５月１３日（木）

５月２日（日）

５月１３日（木）

５月９日（日）

２０２１年　水上オートバイ免許講習日程

３月２１日（日） ３月１１日（木）

３月２５日（木）

３月２１日（日）

　８月１４日（土）

７月　１日(木)

７月　８日（木）

８月　１日（日） ７月２２日（木） ８月５日（木）

９月２４日（金）

６月　３日（木）

８月１９日（木）

９月２日（木）

７月　１日（木）



１．必要書類の送付と料金のお振り込みを書類提出締切日までに行って下さい。

２．書類に不備や書類締切日に届かない場合は国家試験を受験出来なくなります。

　　※ 返信封筒に必要書類チェックリストがありますので必ずご確認下さい。

３．書類提出締切日は、あくまで目安です。定員になり次第、受付を終了させて頂きます。

１．講習日までに別紙「講習日当日の流れ」を全て読んで頂いてから受講するようにして下さい。

２．ご希望により教本等を必要とされるお客様は事前に有料で送らせて頂いております。

　　（講習日１週間前までに、書類の提出及びお振込を完了されているお客様に限らせて頂きます。）

　　※１日コース受講の方は書類提出及びご入金を確認後、教材を送付いたします。

３.当方から講習日前日の16時までに連絡がない限り、講習は実施いたしますので

   ご自分の判断で休まないで下さい。

４.講習日当日の海上・天候の状態により実技講習の実施が困難な場合は学科講習のみを実施し、

　 実技講習は後日振替日を調整の上、講習を実施させて頂きます。

１．国家試験日当日は8：30分集合、実技試験が終わった方から解散となります。

　　（天候により集合時間・解散時間が変更になる場合もございます）

２．集合時刻を遅れますと受験できませんので、ご注意下さい。

１．合格発表は受験日の翌週の木曜日が発表日となります。発表日の日又は発表日の前日

　　前々日などが祝祭日の場合、合格発表日が変更になる場合もございます。

２．合格発表は試験機関のホームページ(http：//www.jmra.or.jp/)にてご確認下さい。

３．船舶免許を所有されている方は申請に免許証が必要となりますので試験日までに必ずご提出下さい。

    ※免許証の提出がない場合は発行が遅れますのでご注意ください。

４．残念ながら不合格の場合は再試験の手続きが必要になり、別途先試験費用が必要となります。

１．マリンボックス100での免許受渡時間は、定休日を除く9時～17時までとなります。

２．免許証の郵送をご希望するお客様は、講習日に発送伝票の記入及び発送料金1,000円

　　のお支払いが別途必要となります。

３．免許証の受渡は最短で合格発表日の午後3時以降となりますが、交付機関の都合により

　　翌日になる場合もございます。（マリンボックス100に取りに来て頂いた場合となります。）

４．免許証が出来上った連絡は行っておりませんので、お急ぎの方は、電話にてお問い合せ下さい。

　　上記事項のご確認及び『マリンボックス１００ライセンススクールに関しての同意書』をお読みいただき、

    同意してからお申し込みください。

¥54,000 （￥52,150＋￥1,850）

¥61,000 （￥59,150＋￥1,850）

¥61,000 （￥59,150＋￥1,850）

¥67,000 （￥65,150＋￥1,850）

　　　横浜横須賀道路　逗子葉山インターから５分

　　　ナビで検索の場合は『逗子海岸ロードオアシス』

    　逗子市新宿5-1880－6 でご検索下さい。

　　　※ナビで「マリンボックス100」を検索されますと

　　　細い裏道へ通されてしまいますので、ご注意ください。

免許受渡

予約～講習～受験～合否～免許受渡　注意事項

予約

受験

合否

講習

講習料金のお振込先と講習料金
　　　　　　　　　　　　    　＜お振込額例＞  （ 身体検査当日に受検の場合）

　　　　　　　　　　●平日ｺｰｽ

　　　　　　　　　　●土曜・日曜日ｺｰｽ

　　　　　　　　　　●短期集中ｺｰｽ

　　　　　　　　　　●１日ｺｰｽ　　

　「小型船舶操縦士身体検査証明書」を事前に提出しない場合は、国家試験日当日に検査を行いますので

 その際は講習料金に必ず1,850円プラスしてお振込みください。  眼鏡等必要な方は必ず持参して下さい。

　●電車でのお客様

　　　JR逗子駅より徒歩１５分／京浜急行新逗子駅より徒歩２０分

　●車でのお客様
注意！
弊社ではスクールの方への駐車場及び駐輪スペースは
完備しておりません。
ご来店いただく際は逗子ロードオアシス又は逗子駅周辺の
コインパーキングに停めお越しください。

※尚、夏場は駐車場が大変混みあいますので
　公共交通機関の使用をお願い致します。

アクセス

お振り込み先

かながわ信用金庫 本店営業部
普通預金 １４４２１０１

口座名義 ｶ）ﾋｬｸﾀﾝﾄﾁ ﾏﾘﾝﾎﾞｯｸｽ１００



■集合時間　8時15分

■講習時間　8時30分～17時　　＊短期集中・日曜日・平日コース⇒半日：実技 / 半日：学科

※１日コース　　　　　　　⇒学科試験→実技講習→国家試験　終わった方から解散　※詳細はQRコードより→

■持ち物　 　　◎ジェットに乗る服装（水着・Tシャツ等）※有料でウエットスーツのレンタルも可

　 　　　　　 　　◎濡れても良い靴（かかとのあるもの）　◎バスタオル

　　　　 　　◎筆記用具　　◎昼食（お弁当を当日注文可\600）

➀朝は・・・
マリンボックス１００に着いたら・・・

受付のご案内まで教室(場所は右図参照)でお待ちください。

フロントへは寄らず直接教室へどうぞ

受付の際、下記希望されるものをお申しつけください。

◎レンタルウエットスーツ　

半袖長ズボン　　　￥2,200

長袖長ズボン　　　￥2,800

◎お弁当　　　　　￥ 600 お昼休憩の際フロントへ

◎免許証発送　　　￥1,000　　　　 送り状記入の上、帰りまでに提出

※代金のお支払い時、引換券と送り状をお渡しいたします

1級・２級の船舶免許をお持ちの方は預けて下さい

教材をお持ちでない方はピンクのリーフレット・教本・問題集・ロープの

４点セット（教室窓側に置いてあります）をご自身の机へお持ちください

受付が済んだ方からシャワールームでジェットに乗れる格好に

着替え、荷物をすべて持って教室に戻ってきてください。

みなさんが揃い次第、改めてオリエンテーションを開始いたします。

オリエンテーション終了後砂浜に集合してください

トンネルを出て右手のところに集まていて下さい

持ち物：ロープ・飲み物

その他の荷物は教室に置いたままで大丈夫です。

貴重品は各自での管理となりますので不安な方は教室内のコインロッカーをお使いください。

②お昼は・・・
お昼の時間になったら各自昼食をとって下さい。教室内で飲食可能です。

お弁当を注文されている方は引換券を持ってフロントまでお越しください

※お召し上がり後、注文されたお弁当のゴミはフロントにて回収致します。そのほかのゴミは各自お持ち帰りください。(ペットボトル・空き缶は外にゴミ箱ございます。)

午後の講習開始時間は教室のホワイトボードに書かれるのでそれまでに教室へお戻りください。

③夕方は・・・
講習終了後、試験日スケジュール～免許証の引き渡しについての説明を受けてもらい解散となります。

砂浜・シャワールーム・トイレへの行き方MAP
砂浜 トイレ・シャワールーム

※喫煙場所は砂浜へむかう階段下と男性トイレドア横の２箇所のみとなります

講習日当日の流れ

受付後フロントへ

外の階段を上がると２階に

教室があります。

海

※ウエットスーツをレンタルされる方へ

ハンガーは外の階段下にある銀色のハンガーラッ

クにかけておいてください。

使用し終わったウエットスーツは

シャワーで全体を流してからハンガーラックにか

けといてください。

返却の際はウエットスーツのサイズとハンガーの

サイズを合わせて下さい。

自動ドア前のスロープ下り、

右手の階段を降りたら左手の

トンネルをくぐると砂浜です。

教室から階段を降り左手にま

わると、トイレ・シャワールー

ムがあります。

１日コースの方はこちら

をご確認ください



■集合時間　8時30分

■スケジュール

身体検査　　　　⇒　　　　学科試験　　　　⇒　　　　実技試験　　　　⇒　　　　解散

■持ち物　ジェットに乗る服装（水着・Tシャツ等）※有料でウエットスーツのレンタルも可

　　　　　濡れても良い靴（かかとのあるもの）・　バスタオル

　　　　　筆記用具

　　　　※受験票は逗子会場(マリンボックス100)で試験を受ける場合は、当日試験日当日お渡しします。

マリンボックス100についたら教室でお待ちください

その後は試験官の指示に従ってください。

ウエットスーツをレンタルされる方は、学科試験終了後フロントへ直接お越しください

◎レンタルウエットスーツ　

半袖長ズボン　　　￥2,200 直接フロントへ

長袖長ズボン　　　￥2,800

荷物置場は2階の試験教室もしくは隣の教室をご利用ください。

貴重品等は各自での保管となりますのでコインロッカー等ご利用ください。

試験日はお弁当の注文は承れませんのでご了承ください。

小腹が空きそうであれば空き時間で食べて頂くことは可能なので各自でご用意ください。

■免許証発行～お渡しまで

合格発表　⇒　試験日の翌木曜日　午前10時～

合格されていれば交付手続きを行います。

試験機関のホームページよりご自身でご確認ください。(http://www.jmra.or.jp/)

免許証の受渡は最短で合格発表日の午後3時以降となりますが、交付機関の都合により翌日になる場合もございます。

発表日の当日・翌日に受け取りに来られる方は事前に電話でご連絡ください。

翌々日以降は連絡は不要です。免許受渡時間　9：00～17：00　火曜日定休（7,8月は毎日営業）

郵送をご希望されている方は出来上がり次第、発送させていただきます。

残念ながら不合格となってしまった方は、落としてしまった試験のみを再受験することが出来ます。
　例）学科試験だけ不合格だった…→学科試験のみ再受験です。

1.証明写真(２枚)　

2.委任状(１枚)　

3.同意書(１通)・・・実技再試験を受ける方のみ必要です。
※２０歳未満の方は、同意書に保護者の署名・捺印をお願い致します。
※実技に不安のある方は、実技のみ補講を￥20,500で行っております。
※学科に不安のある方は、無料で何度も授業を受けることが出来ます。（講習開催日のみ・事前要予約）

試験日当日の流れ

再試験の手続きの仕方は次の通りです。
免許取得まで、しっかりとサポートさせていただきますので再試験に関して何かございましたらお問い合わせ下さい。

再試験費用

学科再試験の方 実技再試験の方 学科・実技欠席者

　計　　　　　　　　￥７，１００ 　計　　　　　　　　　￥２０，６００ 　計　　　　 　￥１１，０００　

再試験　必要書類

　申請料　　　　　　￥４，２００ 　申請料　　　　　　　￥  ４，２００ 　申請料　　　 ￥　７，５５０

　学科試験料　　　　￥２，９００ 　実技試験料　　　　　￥１６，４００ 　身体検査料　 ￥　３，４５０

合格発表サイト



＊太線枠箇所をご記入下さい

〒　　　-　　　　
自宅ＴＥＬ

携帯ＴＥＬ

勤務先名 職種

ＴＥＬ

都・道 （外国籍の方のみ記入）

府・県

既に小型船舶免許証をお持ちの方は、必ずそのコピーも提出してください。

現在お持ちの免許証と引き換えに新免許証を作成いたしますので、講習日に必ずご持参ください。

試験日 試験会場

５．レンタルするため。　６．業務のため。
７．その他（　　　　　　　　　　　）

※ライセンス取得後の遊び方に付いての相談をご希望される方○をして下さい。 見
本
の
大

※教本セット一式を郵送ご希望の方は○をして下さい。 き
送料は別途800円がかかります。教習代金と一緒にお振込み下さい。 さ
※1日コースの方は講習料に送料が含まれておりますので不要です。 45mm
お振込みがない場合、発送ができませんので予めご了承下さい。 ×
関東圏外の送付は別途ご負担ください。 35mm

番号 入金確認 必要書類確認 紹介先（紹介店様・紹介名）

￥

住　所

水上オートバイライセンススクール受講申込書

この受講申込書は免許取得までの各種申請・免許取得後の更新案内に利用いたします。

ふりがな 生年月日 性別

氏　名 昭和・平成 　　　年　　　月　　　日（　　　才） 男・女

住民票上の住所
〒　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　※現在お住まいの住所と住民票上の住所が違う場合ご記入下さい。

勤務先
所在地

本籍地 国籍

e-mail アドレス

講　　　　　　習 ＊船舶免許の取得状況等、下記該当箇所にご記入ください。
講習日 会　　場 船舶免許の

取得経験 有・無
免許の種類

　             月　　　　日（　　　） 逗　　子

国　家　試　験

試験日 会　　場 最近（１年以内に）船舶免許試験を受けた方

水上オートバイ免許の
取得動機は何ですか？

１．既に水上オートバイを持っている。
２．友人の水上オートバイに乗る。（何処で乗る予定ですか？　　　　　　　　　）
３．個人で水上オートバイを購入する予定。（何処に置きますか？　　　　　　）
４．将来水上オートバイを購入する予定。

　　　　　　　月　　　　日（　　　） 逗　　子

＊アンケートにご協力下さい。

　　（いつ頃予定してますか？　　　　　　　）　（　新艇　　　ｏｒ　　中古艇　）

当
社
記
入
欄

注意：
顔が表記サイズ
より小さいもの
は取り直しにな

ります。

　　

身体検査

振込・レジ / /
当日

提出

省略

パソコン モバイル 知人紹介 ショップ紹介 その他

国家試験認定会場 ネット検索上位 アクセスが良い 紹介 即日交付

検索キーワードは？ 知人名・ショップ名

このスクールを知った欄にチェックして下さい。

マリンボックスをお選びになられた欄にチェックして下さい？

こ

こ

に

写

真

を

貼

り

付

け

て

く

だ

さ

27±2



１．個人情報の収集目的
　お客様の個人情報は、弊社の取り扱う商品・サービス等についてお客様に提案する約束の実行のため、お客様へ提供する商品・
　サービス等のアフターケアーのため、あるいはお客様が希望される事項の実現のためのお客様との連絡のため、弊社において
　正当な事業遂行の範囲内で利用します。
　お客様がご自身の個人情報を弊社に提供されるか否かは、お客様のご判断によりますが、もしご提供されない場合には、当文面
　に記載された弊社のサービスが提供できない場合がありますので予めご了承下さい。

　お客様の個人情報は以下掲げる場合に限って、第３項に記載する条件に基づいて、弊社以外の第三者に提供または預託させて
　いただくことがありあます。
　（１）統計的情報を提供する目的で、個々の個人情報を集積しまたは分析し、個人の識別や特定が出来ない形式に加工してその
　　 　統計データを開示する場合。
　（２）法令または裁判所その他の政府機関より適法に開示を要求された場合。
　（３）受験申請、及び免許申請のために「船舶職員および小型船舶操縦者法」に基づき、指定海事代理士を通じて
　　 　（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会と国土交通省運輸局へ申請書等を提出致します。
　（４）その他特定の目的のためにお客様から同意を得た場合。

　弊社の業務の全部または一部を外部に業務委託する際、弊社は、個人情報を適切に保護できる管理体制を敷き実行している
　ことを条件として委託先を厳選した上で、「個人情報取扱いに関する機密保持契約」を委託先と締結し、お客様の個人情報を
　厳密に管理しています。

　お客様は、弊社に対してご自身の個人情報の開示や訂正を要求したり、または弊社がお客様の個人情報を利用し、提供し
　または預託することを中止させるために、弊社に申し出ることが出来ます。その際は弊社はお客様ご本人の確認をさせて
　いただいたうえで、合理的な期間内に対応いたします。
　尚、個人情報に関する弊社お問い合わせ先は下記の通りです。

１．　講習日の変更は受講日の４日前までに行って下さい。　尚、短期集中コースは１０日前、1日コースは30日前までとします。
２．　それ以降の変更は、講習料金をキャンセル料として　　全額没収いたしますのでご注意下さい。
３．　ご入金いただいた講習料金はいかなる理由があっても返却は出来ませんので、 ご注意下さい。
　　　講習料金の有効期限は、申込み年最終講習日までとなってます。
４．　国家試験受験申請後の試験日程の変更はキャンセル料として全額没収いたしますのでご注意下さい。

１．　各コースとも最低履行人数の4名に達しない場合は講習中止となります。
２．　その場合、講習日・試験日の変更、若しくは納入済みの受講料を返金とさせていただきます。
３．　安全運営の為、天候等の理由により実施できない場合がございます。当日の状況により判断となる為、自身の判断で欠席せず
　　　現地に集合してください。
４．　やむを得ず中止の場合は後日の受講となります。

１．　学科・ロープワークは独自学習のコースとなりますので、原則として計画的に勉強を進められる方に限ります。
２．　試験日の10日前までに模擬試験を解きマリンボックス100へ提出してください。模擬試験の結果が国家試験合格基準を満たして
　　　いない場合は事前に弊社の指定した講習日に学科講習を受講いただきますのでご注意ください。
　　　また、その際に発生する料金の誤差に関しては一切返金いたしませんので予めご了承ください。
３．　天候等の理由により国家試験日当日に実技試験が中止となる場合がございます。
　　　その場合は実技講習も中止とし、後日の受講・受験となりますのでご注意ください。

合格発表日の即日交付は、身体検査・学科・実技全ての科目の国家試験に合格していることが条件となります。

以下の場合は即日交付が出来ません。
１．免許交付機関の都合により合格発表日の即日交付が出来ない場合がございます。
２．免許交付に必要な書類の不備があった場合は、合格発表日の即日交付が出来ません。
３．国家試験日が天候不順などで延期になった場合は新たに設定された国家試験日に受験して頂き、
　　合格後の交付となりますのでご注意下さい。

１．マリンボックス１００での免許受渡時間は、定休日を除く９時～１７時までとなります。
２．免許証の郵送をご希望するお客様は、講習日又は国家試験日に発送伝票の記入及び
　　発送料金のお支払いが別途必要となります。
３．免許証の受渡は最短で合格発表日の翌日以降となります。
　　（翌日渡しをご希望のお客様はマリンボックス１００に取りに来て頂いた場合となります。）
４．免許証の出来上がりの連絡は行っておりませんので、お急ぎの方は、営業時間内に電話にてお問い合せ下さい。
５．紹介店からのお申込のお客様は紹介店に免許証受渡の日時をご確認下さい。

氏名

上記六項目を確認いただき、同意された方は自署による署名をお願い致します。
尚、同意いただけない方は受講できません。

　　　　　　　年　　　　月　　　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※裏面の実技講習同意書も必ずご記入ください。

〒249-0007　神奈川県逗子市新宿2-14-4　　ＴＥＬ046-872-1550

マリンボックス１００ライセンススクールに関しての同意書

①個人情報の取扱いについて

２．個人情報の第三者への提供または預託

３．提供または預託する際の当該協力会社との守秘契約

４．お客様からの使用停止、削除等の申込みへの応諾

②キャンセル料規定について

③講習中止について

④1日コース受講条件（※1日コース受講の方）

⑤即日交付の条件について

⑥免許証受渡について

（株）百丹土地　マリンボックス１００　免許担当宛　



特殊小型(水上オートバイ）免許スクールの操船教習はインストラクターが同乗し行いますが、
インストラクターが後部座席に始動中、万一危険回避の動作がとれず障害、死亡その他の
事故等が発生した時において、その事故原因が受講者ご本人の操縦又は過失に起因した
物である場合は、当社は一切その責任を負いません。

インストラクターが水上オートバイの後部座席にて操船指導中、危険回避の為に出来る事は

緊急エンジン停止スイッチを引き抜く事だけであり、ハンドル操作やアクセル操作による回避

動作を取る事は出来ません。この事を踏まえ教習中はインストラクターの指示に従い、慎重

かつ落ち着いた行動・安全に留意することを遵守すること。

上記事項を承諾し、同意出来る方は、自署による署名捺印をお願い致します。

   　    　年  　    月　 　  日

㈱百丹土地　　マリンボックス１００　殿

講習開始日　　　      　　年　　月　　日

講習場所 神奈川県逗子市　逗子海岸ゲレンデ

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印　　　　

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
(20歳未満の方は保護者による署名・捺印が必要となります。）

実技講習同意書

※裏面のライセンススクールに関しての同意書も必ずご記入ください。

上記事項に同意し、マリンボックス１００ジェットスキーライセンススクールを受講します。



委 任 状 
 

私は、海事代理士 小島 匠 を代理人として定め、下記の件を委任します。 

 

記 

 

令和   年   月   日 逗子会場における特殊小型船舶操縦士試験についての 

申請並びに受験票及び合格証明書類の受領についての一切の件 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

氏名                   

 

小型船舶操縦士試験機関 

(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会 殿 

 

                                                     

 

 

委 任 状 
 

私は、海事代理士 小島 匠 を代理人として定め、下記の件を委任します。 

 

記 

 

特殊小型船舶操縦士免許証の申請及び受領についての一切の件 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

氏名                   

 

 

国土交通大臣 殿 

印 

捨印 

印 

捨印 


