
１限目 8:30～9:20 座学１－１ １限目 8:30～9:20 座学２

２限目 9:30～10:20 座学１－２ ２限目 9:30～10:30 シミュレーター訓練

３限目 10:30～11;20 座学１－３ ３限目 10:40～11:40 シミュレーター訓練

４限目 11:30～12:20 座学１－４ ４限目 11:50～12:50 シミュレーター訓練

５限目 13:20～14:20 シミュレーター訓練 ５限目 13:50～14:50 シミュレーター訓練

６限目 14:30～15:30 シミュレーター訓練 ６限目 15:10～16:10 実機訓練

７限目 15:40～16:40 シミュレーター訓練 7限目 16:20～17:20 実機訓練

8限目 16:50～17:50 シミュレーター訓練 8限目 17:30～18:30 修了試験

9限目 18:00～19:00 シミュレーター訓練

※　講習に遅刻、欠席をされますと、その受講が認められません。その場合はコース変更になります。

　　コース変更の場合はコース変更料として５,０００円（税抜）を頂きます。

　　2日目の8限目は状況により多少前後します。

昼休憩 昼休憩

株式会社榛南自動車学校　ドローン教習所静岡はいなん校

　　【基礎技能講習A】日程表

１日目 ２日目



１限目 8:30～9:30 シミュレーター訓練 １限目 8:30～9:20 座学２

２限目 9:40～10:40 シミュレーター訓練 ２限目 9:30～10:30 シミュレーター訓練

３限目 10:50～11:50 シミュレーター訓練 ３限目 10:40～11:40 シミュレーター訓練

4限目 12:50～13:50 シミュレーター訓練 4限目 12:40～13:40 実機訓練

5限目 14:00～15:00 シミュレーター訓練 5限目 13:50～14:50 実機訓練

6限目 15:10～16:10 シミュレーター訓練 6限目 15:00～16:00 修了試験

7限目 16:20～17:20 シミュレーター訓練

※　講習に遅刻、欠席をされますと、その受講が認められません。その場合はコース変更になります。

　　コース変更の場合はコース変更料として５,０００円（税抜）を頂きます。

　　2日目の6限目は状況により多少前後します。

昼休憩 昼休憩

株式会社榛南自動車学校　ドローン教習所静岡はいなん校

　　【基礎技能講習B】日程表　＊ドローン検定４級以上お持ちの方

１日目 ２日目



（株）榛南自動車学校

住所 牧之原市静波１７２５―１８

☎

位置 榛南自動車学校から静波方面に約2.2㎞
（車で約10分）

ドローン教習所 静岡はいなん校　案内図

０８０－８９７７―０６９７

榛原自家用自動車協会敷地内



この度は受講申込みを頂き誠にありがとうございます。

受講の要領をご案内致します。 株式会社榛南自動車学校

【講習名】　玉掛け技能講習

（記）

［受講開始日時］    　　　年　　　月　　　日　　８時２０分集合

対象コースに○ 【税込】 時間　　　　日

※１　ドローン検定3級講習の方は1日目のみ　12:20終了

時間　　　　日

当座預金

［持ち物］

□　免許証（受講資格確認の為コピーを頂きます)

□　免許証（受講資格確認の為コピーを頂きます)

［注意事項］

① 遅刻、早退及び欠席をされますと受講が認められません。時間厳守願います。 ※終了時間は

その際は別の日に講習を延期して頂きます。 　目安となっております。

＊ｺｰｽ変更料として5,000円（税別）を頂きます。

② 学科及び実技講習の終了後、それぞれ修了試験を受けて頂きます。

③ 各修了試験に不合格となった場合、補習及び追試を行います。

＊補修追試料5,000円（税別）を頂きます。 以上

株式会社　　榛南自動車学校

スルガ銀行　榛原支店

応用技能講習

基
礎
技
能
講
習
A

ドローン検定3級講習

基礎技能講習A

基
礎
技
能
講
習
B

入校申込み後受講される方のお名前で、後記①・②何れかで上記受講料金のお支払いを
お願いします。（何れも受講前日までに　①お振込み　②受付で現金支払）
【企業名で振り込まれる場合は、受講される方のお名前をお知らせ下さい】

＊免許証をお持ちでない方は本籍地記載無しの住民票原本（確認後返却します）

【講習時】

印鑑（シャチハタ印不可）

講習料

講習料

受　講　案　内

¥66,000

¥88,000

担当：水野　　☎０８０－８９７７－０６９７

講習料

17:20終了時間

※振込み手数料はご負担願います。

口座番号００４７１３４０

【申込み時】 運転免許証（確認後コピーを取らせて頂き返却します）

8:30

18:3019:00

8:20

8:30

ドローン検定4級以上お持ちの方

1日目 ２日目

8:20

8:30

1日目

8:30

ドローン教習所 静岡はいなん校

開始時間

8:20

２日目

座学
SIM

座学
SIM
実機

8:20

講習内容

終了時間

集合時間

基礎技能講習B

講習内容

　　　　ドローン検定をお持ちでない方
ドローン講習

16:00

開始時間

集合時間

SIM
座学
SIM
実機

□　メールアドレス（お持ちでない方は講習日前にはフリーメールアドレス取得しておいてください）

お客様

¥22,000

講習料

□　筆記用具（ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ・鉛筆・ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝ・消しｺﾞﾑ・ﾏｰｶｰ等）

〈振込先〉

講　習　時　間　表



１　当教習所は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法公正な方法により、個人情報を取得します。

２　当教習所が取得したお客様の個人情報は、次の目的で利用します。その他の目的に利用することはありません。

（１）　当教習所で実施す資格取得のための講習（教習）を実施するため。

（２）　当教習所で実施する講習（教習）を実施するため。

（３）　当教習所で実施する講習（教習）、認定教育に関する内容の宣伝、サービスなどをお知らせするため。

（４）　当教習所が行う各種イベント・キャンペーン及び安全講習会等の開催の案内などを、

　　　　お知らせするため。

（５）　顧客満足度の向上を図ることを目的として、郵便、電話、電子メールなどの方法により、

　　　　アンケート調査を実施するため。

３　当教習所は、お客様の個人情報は、法令に基づく場合を除いて、第三者には提供いたしません。

４　当教習所は、保有する個人データについて、正確かつ最新のものに保つように努め、個人情報の漏洩、紛失等の

　　ないよう万全をつくしています。また、業務遂行上の必要により外部専門業者に業務委託を行う場合

　　においても、委託先などに機密保持義務を課すなどの個人データの管理監督に努めています。

５　お客様の個人情報の利用目的の通知、開示(確認)、誤った個人情報の訂正、追加、削除などを希望される場合は、

　　当校の定める書面により受付いたします。その際本人であることを確認できるもの(運転免許証など)を

　　ご用意ください。なお、利用目的の通知および開示に際しては、500円を手数料としてお支払いいただきます。

　　お問い合わせは、個人情報お問い合わせ窓口 ： 0548-22-0272   にて承ります。

　　ご記入いただけない事項がある場合、上記2の利用目的を実施できない場合がございます。

　　※特定な機微の個人情報に該当する、健康状態、通院の有無、持病の有無の取得に同意します。

　　□上記、個人情報の取扱いについて同意します。

上記内容に異議申し立ては致しません。

年 月 日

株式会社　榛南自動車学校　　

※ご本人が未成年者の場合は
　親権者が署名・捺印してください。 氏名 印

個人情報の取り扱いについて

個人情報の取扱いについて

氏名 印

ドローン教習所 静岡はいなん校　　　実施管理者殿



お客様へ 

株式会社榛南自動車学校 ドローン教習所 静岡はいなん校 

実施管理者 水野友太郎 

ドローン講習 受講規約 

 

ドローン教習所 静岡はいなん校では、労働安全衛生法関係法令及び航空法に基づき、受講者の皆

様に「必須知識」と「安全で正確な操縦」を身につけて頂く為に、真摯に講習を進めます。 

従いまして、一定の規律をもって講習を行う為に受講規約を定めております。本規約の内容をお

確かめの上お申込み下さい。 

【規約内容】 

1. 技能講習は予め定められた日程に従って開講しております。受講日を確認の上お申込み下さい。

尚、受講料は受講初日の前日までにお支払下さい。 

2. 下記に該当する方は入校できません。 

① 日常の日本語の読解が出来ない方。 

② 刺青・タトゥー・類似するものをされている方。（大きさ、形を問わず） 

③ 必要書類が不備の為、入校手続きに支障のある方。 

④ 暴力団関係者の方及び反社会勢力（「企業が反社会勢力による被害を防止する指針」）に該

当する方。 

3. ご予約頂いた受講日を変更する場合は、1 週間前までにご連絡して下さい。期日を過ぎますと

講習が受けられない場合（受講人数制限の為）がございますのでご了承願います。 

4. 以下の場合、講習日を変更して頂きます。その際コース変更料として\５,０００（税抜）をお

支払いただきます。 

①一度決めた日程を途中で変更する場合（体調不良、仕事の都合 等） 

②受講当日の朝に受講を止めた場合や受講途中でその日の受講を止めた場合 

③その講習を遅刻した場合や退席した場合 

5. 受講態度が悪い、注意に従わない等他の受講者に迷惑となる行為をした場合、退席を求める事

がございます。退席となった場合は上記 4.と同様の扱いとなります。 

6. 学科と実技両修了試験に不合格になった場合、補習と追試を受けて頂きます。その際補習追試

料として\５,０００（税抜）を当日にお支払い頂きます。 

7. 頂きました個人情報は、受講申込書に記載してある通りに使わせて頂きます。 

 

（免責事項）受講生が次に例示するような事例により障害を被られた場合、当校は一切の責任を負い

ません。 

① 天災地変、労働争議、法令の制定、改廃、その他やむを得ない事由により生ずる講習日程

の変更もしくは講習の中止 

② 紛失、盗難等（貴重品の管理は個々が責任をもって管理してください。） 

③ 受講生又は相手方の不注意により発生した事故、喧嘩、トラブル、障害（自由行動中の事

故等を含む） 

④ その他、当校の責に帰らざる自由により生じた障害 



〇

　〒

静岡 牧之原

　　〇▽□株式会社

〒

静岡県牧之原市細江00000番地

※【ご記入頂いた個人情報の利用について】

※

※ 講習時の持ち物

・筆記用具（シャープペンシル、消しゴム、黒ボールペン、マーカーペン等）

※ 講習を受講される方へのご注意

・講習料金は講習初日の前日までにお支払いをお願いします。（お支払いが済んでいないと受講出来ません）

・所定講習を遅刻・欠席されますと、必須受講時間が満足せず修了出来ません。（その場合ｺｰｽ変更して頂きます）

　尚、当初設定した講習日程を変更した場合、ｺｰｽ変更料として5,000円（税抜）頂きます。

・学科講習終了後と実技講習終了後はそれぞれ修了試験を受けて頂きます。

・修了試験に不合格となった場合は補習および追試を受けて頂きます。（補習追試料5,000円（税抜）を頂きます）

・自然災害などで講習を延期することがありますので、必ず連絡先をご記入ください。

ドローン講習受講申込書
申込日 令和　 　　　年　 　　　月　 　　　日 株式会社榛南自動車学校　ドローン教習所　静岡はいなん校

受講コース
希望ｺｰｽに○記入

基礎技能講習A　
（検定未所持者）

16時間講習（座学5時間、技能講習10時間、修了試験1時間）

基礎技能講習B　
（検定所持者）

12時間講習（座学1時間、技能講習10時間、修了試験1時間）

ドローン検定３級講習 4時間講習（座学4時間）

応用技能講習

受講予定
【基礎技能講習日：講習1日目　　　５　/　１　　　講習2日目　　　５　/　２　　　　】

【ドローン検定3級講習or応用技能講習：　　　　　　　/　　　　　】

フリガナ はいなん　たろう

生年月日
男
　
女氏　名 榛南　太郎

（満　　　　29歳）

　1990年　　4 月　 9　日

（注）１．太線内のみ、ご記入ご捺印願います。（黒のボールペン等でわかりやすくご記入ください。）

連絡先 ☎　　000　―　0000　―　0000 📱　　000　―　0000　―　0000

現住所

　　免許証や住民票に記載されている通りにご記入ください。（アパート・マンション名含む）

メールアドレス xxxxxxx＠xxxxx.xx.xx

静波000番地00

勤
務
先

会社名

所在地
☎　　　0000 ―00　―0000

（注）2．事業所様より申し込まれるときは、会社名・担当者・電話番号は必ずご記入ください。

・運転免許証（確認後コピーを取らせて頂き返却します）　　　　　　　

・メールアドレス（お持ちでない方はフリーメール取得をお願いします）

＊免許証をお持ちでない方は本籍地記載なしの住民票原本（確認後返却します）

本申込書にご記入頂いた氏名、生年月日、本籍、連絡先、現住所、メールアドレスなどの個人情
報につきましては、本講習における連絡や修了証発行・送付/再発行・再送付などの業務手続の
他、当校が実施する他のｻｰﾋﾞｽのご案内や各種情報提供の為に利用させて頂きます。

入校申込時に必要なもの

・印鑑（シャチハタ印不可）　　　　　　　

都・道
府・県

榛

市
郡

記入方法

希
望
日
を
実
施
計
画
表
の
講
習
日
か
ら
選
択
し
て
下
さ
い

認印

4 2 1 10 4 2

4 2 1 0 4 2 1

この受講申込書は受講する方の本人確認を行う為に基本的にはご本人がご記入し、申込みを行って下さい！

但し、企業から申し込まれる場合で、どうしてもご本人が記入出来ない場合や直接申込窓口に来られない場合

などは、企業のご担当者様が代筆されたり、代理で申込窓口に来て頂いても構いません。

ドローン教習所静岡はいなん校

現金 / ㊞

振込 / 予定

/

ドローン教習所静岡はいなん校

免許証/住民票記載事項確認印欄



　〒

〒

※【ご記入頂いた個人情報の利用について】

※

※講習時の持ち物

※

・講習料金は講習初日の前日までにお支払いをお願いします。（お支払いが済んでいないと受講出来ません）

・所定講習を遅刻・欠席されますと、必須受講時間が満足せず修了出来ません。（その場合ｺｰｽ変更して頂きます）

　尚、当初設定した講習日程を変更した場合、ｺｰｽ変更料として5,000円（税抜）頂きます。

・学科講習終了後と実技講習終了後はそれぞれ修了試験を受けて頂きます。

・修了試験に不合格となった場合は補習および追試を受けて頂きます。（補習追試料5,000円（税抜）を頂きます）

・自然災害などで講習を延期することがありますので、必ず連絡先をご記入ください。

・運転免許証（確認後コピーを取らせて頂き返却します）　　　　　　　

入校申込時に必要なもの

＊免許証をお持ちでない方は本籍地記載なしの住民票原本（確認後返却します）

☎　　　　　　―　　　　　　―

本申込書にご記入頂いた氏名、生年月日、本籍、連絡先、現住所、メールアドレスなどの個人情
報につきましては、本講習における連絡や修了証発行・送付/再発行・再送付などの業務手続の
他、当校が実施する他のｻｰﾋﾞｽのご案内や各種情報提供の為に利用させて頂きます。

講習を受講される方へのご注意

基礎技能講習B
（検定所持者）

ドローン検定３級講習

応用技能講習

　〒

　　免許証や住民票に記載されている通りにご記入ください。（アパート・マンション名含む）

氏　名

勤
務
先

会社名

所在地

・筆記用具（シャープペンシル、消しゴム、黒ボールペン、マーカーペン等）

・印鑑（シャチハタ印不可）　　　　　　　

・メールアドレス（お持ちでない方はフリーメール取得をお願いします）

（注）１．太線内のみ、ご記入ご捺印願います。（黒のボールペン等でわかりやすくご記入ください。）

（注）2．事業所様より申し込まれるときは、会社名・担当者・電話番号は必ずご記入ください。

連絡先 ☎　　　　―　　　　　―　　　　 📱　　　　　―　　　　　　―　

現住所

メールアドレス

受講予定
【基礎技能講習日：講習1日目　　　　　/　　　　講習2日目　　　　　/　　　　　　】

【ドローン検定3級講習or応用技能講習：　　　　　　　/　　　　　】

フリガナ

生年月日
　年　　 月　 　日 男

　
女

（満　　　　歳）

ドローン講習受講申込書
申込日 令和　 　　　年　 　　　月　 　　　日 株式会社榛南自動車学校　ドローン教習所　静岡はいなん校

受講コース
希望ｺｰｽに○記入

16時間講習（座学5時間、技能講習10時間、修了試験1時間）

12時間講習（座学1時間、技能講習10時間、修了試験1時間）

4時間講習（座学4時間）

基礎技能講習A
（検定未所持者）

都・道
府・県

印

市
郡

ドローン教習所静岡はいなん校

受講料収納確認印欄

現金 / ㊞

振込 / 予定 ㊞

ドローン教習所静岡はいなん校

免許証/住民票記載事項確認印欄

/ ㊞



株式会社榛南自動車学校

【誓約事項】

（１）入校した上は、受講規約を守り講師の指示に従います。
もし違反した場合は退校等の措置を受けても異存はありません。

（2） 受講申込書に記載した事実に相違あるときは、修了証の交付の遅延、取り消し等
を受けても異存はありません。

（3） 講習における自己の不注意や過失等によって生じた事故・損害・けが・盗難等に
ついては、自身で責任を負い、御社には一切の責任追及及び賠償請求を致しません。

（4） 盗難、貴重品の紛失など起きた場合は自己で責任を負います。

（5）
講習期限を経過した場合は、受講資格が消滅する事に異存はありません。

（6） 講習開始後に理由の如何を問わず、万が一受講を辞退した場合であっても
既に納入した受講料の返還要求は一切致しません。

（7） 遅刻、欠席によりその講習を受講できなくなった場合には、別コースへ変更になる
事に異存はありません。
その際にコース変更料として、5000円（税抜）を支払います。

（8） 学科修了試験、実技修了試験に不合格となった場合、補習・追試料として
5000円（税抜）を支払います。

上記誓約事項に全て同意し入校します。

氏名 　　　印

受講者が未成年者の場合

親権者　 印

誓　　　約　　　書

講習期限は本講習を受講した日から3カ月となる事を承知します。

　　　　年　　　　　月　　　　　日

ドローン教習所　静岡はいなん校　様


