
JUIDA認定ドローンライセンスの取得に必要
な正しい知識と操縦技術、公安委員会指定自動
車学校の教育インフラをフィードバックし、高
レベルの安全意識とマナーを学ぶことが出来
ます。

※講習料金・申請料・手数料・消費税が含まれます。

フォークリフトドローン操縦士

＜講習名＞
JUIDA無人航空機操縦士コース

講習料金
165,000円

宿泊代金
(2泊3日)

※講習料金・試験料・申請料・手数料・消費税が含まれます。

＜講習名＞
フォークリフト技能講習31時間コース

講習料金

33,330円
宿泊代金
(3泊4日)

産業機械の総合教習所として、作業環境の再現
と安全意識の追求に努めております。フォーク
リフトの他、玉掛や小型移動式クレーン等の技
能講習、特別教育や安全衛生教育なども実施。

※講習料金・試験料・申請料・手数料・消費税が含まれます。

ボートライセンス

＜講習名＞
２級小型船舶操縦士

講習料金

83,500円
宿泊代金
(1泊2日)

｢陸・海の交通安全教育の創造を目指す｣公安委
員会指定自動車学校の教育システムを主軸と
したマリン教育を専門としており、卒業後皆様
の航行の安全・安心を目的に、清水港にて楽し
く理解しやすい教習を実施しております。

宿泊先は裏面からお選びいただけます。

スルガトラベルサービス
静岡県知事登録旅行業　第2-642号

静岡県静岡市清水区折戸2-13-3 はごろも電気ビル1階
TEL 054-334-0777　FAX 054-334-0811

お申込・ご相談は

受講資格：18歳以上の方で、普通車・中型・大型・大型特殊（限定あり）
の運転免許をお持ちの方で、フォークリフトの業務経験がない方

スルガでチャレンジ

(税込) (税込) (税込)

営業時間 / 11:00~18:00（日祝定休日）



スルガマリンサービス
折戸営業所
〒424-0902
静岡県静岡市清水区折戸2-13-3

JR清水駅から車で12分
アクセス

HPはこちら

静岡県フォークリフト講習センター
沼津本校
〒410-0312
静岡県沼津市原422-1

JR原駅から徒歩6分
アクセス

HPはこちら

静岡県無人航空機安全教育センター
富士飛行場
〒410-0312
静岡県富士市宮島1460-3

JR新富士駅から車で6分

HPはこちら

お好きな宿泊先をお選びいただけます。

講習日程

1

2

JUIDA無人航空機操縦士コース（3日間）

実技講習

試験

1

2

フォークリフト技能教習31時間コース（4日間）

学科講習

実技講習

3

4

実技講習

実技講習・試験

2級小型船舶操縦士（2日間）

1

2

実技講習

実技講習

3 実技試験

ベイホテル入船館
（清水）

富士山と清水港を堪能

プライバシーを守る最新
の防音・遮音設備とシック
ハウス対策がされており、
シングルプランのベッド
はセミダブルでゆったり
過ごせます。

清水港に隣接し、富士山と
港をホテルから見ること
が出来ます。

宿泊料金（１泊）

15:00~IN OUT ~10:00

夕食
駐車場

交通

朝食

東名清水ICより約5分
JR清水駅より徒歩3分

住所 〒424-0037
静岡県静岡市清水区袖
師町1477-1

おすすめ
D F B

駿河健康ランド
（清水）

温泉で癒やしの時間を

２０種類のお風呂と６種類
のサウナ・岩盤浴、駿河湾が
一望出来る露天風呂で心身
ともにリフレッシュ。

お食事は和食・洋食・中華・
そば等、夕食は２６種類の
定食メニューの中からお好
きなものをお選びいただけ
ます。

2020年2月22日オープンと
新しく、講習会場からも近
いビジネスホテル。

人口温泉の大浴場が完備さ
れ、朝食バイキングが無料
の他、Ｗｉ-Ｆｉ環境やＷＯ
ＷＯＷ視聴が全室無料と
なっております。宿泊料金（１泊）

15:00~IN OUT ~10:00

夕食
駐車場

交通

朝食

東名清水ICより約10分
静清バイパス沿

住所 〒424-0203
静岡県静岡市清水区興
津東町1234

おすすめ
D F B

ルートインホテル
新富士駅南（富士）

宿泊料金（１泊）

15:00~IN OUT ~10:00

夕食
駐車場

交通

朝食

東名富士ICより約15分
新富士駅より徒歩10分

住所 〒416-0945
静岡県富士市宮島
602-1

おすすめ
D F B

スーパーホテル
JR富士駅前 禁煙館（富士）

｢JR東海道線 富士駅｣の目
の前と好立地なビジネス
ホテル。

全館禁煙で全客室の天井
には調湿効果のある珪藻
土を塗布。体に浸透しやす
い健康イオン水も体感頂
けます。

毎日日替わりの健康に配
慮した無料朝食も好評で
す。

宿泊料金（１泊）

15:00~IN OUT ~10:00

夕食
駐車場

交通

朝食

東名富士ICより約13分
JR富士駅から徒歩2分

住所 〒416-0923
静岡県富士市横割本町
2-18

おすすめ
D F B

東横INN富士山
沼津駅北口１（沼津）

沼津駅北口より徒歩圏内
にあるビジネスホテル。全
室無料Ｗｉ-Ｆｉが利用可
能、２４時間対応のフロン
トで安心してご滞在頂け
ます。

お部屋にはそれぞれデス
ク・薄型テレビ・専用バス
ルーム等が備わっており
ます。

宿泊料金（１泊）

16:00~IN OUT ~10:00

夕食
駐車場

交通

朝食

東名沼津ICより14分
JR沼津駅から徒歩2分

住所 〒410-0056
静岡県沼津市高島町
21-4

おすすめ
D F B

2020年2月22日オープン
と新しく、講習会場からも
近いビジネスホテル。人口
温泉の大浴場が完備され
ています。

また、朝食バイキングが無
料の他、Ｗｉ-Ｆｉ環境や
ＷＯＷＯＷ視聴が全室無
料となっております。

東横INN富士山
沼津駅北口２（沼津）

沼津駅北口より徒歩圏内
にあるビジネスホテル。全
室無料Ｗｉ-Ｆｉが利用可
能、２４時間対応のフロン
トで安心してご滞在頂け
ます。

お部屋にはそれぞれデス
ク・薄型テレビ・専用バス
ルーム等が備わっており
ます。

宿泊料金（１泊）

16:00~IN OUT 10:00~

夕食
駐車場

交通

朝食

東名沼津ICより15分
JR沼津駅から徒歩2分

住所 〒410-0861
静岡県沼津市高島町
13-3

おすすめ
D F B

D JUIDA無人航空機操縦士コース F フォークリフト技能講習31時間コース B 2級小型船舶操縦士

税込7,000円税込7,000円 税込7,000円

税込7,500円税込7,500円税込5,500円

大浴場付き新築ホテル

富士駅チカ好立地 沼津駅チカ好立地 沼津駅チカ好立地

アクセス

無料駐車場あり 無料駐車場あり 無料駐車場あり

1,000円/1泊（要予約）無料駐車場あり 800円/1泊（先着26台）


