
☆小型船舶操縦士は講習当日に身体検査を実施します。     

Ａ

Ｂ

Ｃ

～海技士の更新・失効講習の受講時間等について～

   

　　

〒985-0016　　宮城県塩釜市港町1-4-1　マリンゲート塩釜内

　

¥1,700 ¥4,410

海　技　士
講習区分 受講料 印紙代 申請手数料等(送料含む)

¥9,500更新講習 ¥3,390

合計

E-メール　　　  mail@jeistohoku.jp

失効講習

　A　
1級～4級海技士（通信・電子通信）
4級～6級海技士（航海・機関）で有効期限切れ５年以下

問い合わせ先

㈱日本船舶職員養成協会東北（JEIS東北） 

TEL　022-290-3091　／　FAX　022-290-3092

ウェブサイト　　https://www.jeistohoku.jp （ジェイス東北で検索！）

　約 3時間

　B　
4級～6級海技士（航海・機関）で有効期限切れ５年以上
1級～3級海技士（航海・機関）で有効期限切れ５年以下

　約 8時間

　C　 1級～3級海技士（航海・機関）で有効期限切れ５年以上 　約 13時間講習（2日間）

講習時間

更新講習 更新期間内の海技士（航海・通信・電子通信・機関） 約1時間30分

講習区分 対象者

失効再交付講習

¥8,530 ¥1,500 ¥5,470 ¥15,500

¥22,000 ¥1,500 ¥5,500 ¥29,000

¥32,020 ¥1,500 ¥5,480 ¥39,000

¥15,500

更新講習 ¥3,510 ¥760 ¥1,350 ¥3,880 ¥9,500

失効再交付講習 ¥8,140 ¥880 ¥1,250 ¥5,230

 4．認印（本人申請の場合は不要）  4．認印（本人申請の場合は不要）

小 型 船 舶 操 縦 士
講習区分 受講料 身体検査料 印紙代 申請手数料等(送料含む) 合計

※写真注意：現操縦免許及び現海技免状と同様等の写真は運輸局で申請許可されない場合があります。
　必ず6ヶ月以内の撮影と服装も多少異なると良いです。許可されなかった場合は、新写真到着後の申請（発行）となります。

小 型 船 舶 操 縦 士 海　技　士
 1．操縦免許証  1．海技免状  

⚓　 当日持参して頂くもの（提出物）　 ⚓

 更新・失効再交付講習のご案内
2023年1月1日～適用

☆裏面の日程よりご都合の合う講習をお選びいただき、操縦免許証（海技免状）をお手元に準備して、

※  視力基準は両眼ともに0.5以上

小型船舶操縦士
海　技　士   

   お電話・FAX・WEBにてご予約ください。※免許証の記載内容を変更したい方や紛失された方はその旨をお伝えください。

   眼鏡･コンタクトレンズ･補聴器等をご使用されている方は、忘れずにお持ちください。

☆必要書類は全て当日必要（提出）となりますので、下記のものを忘れずにお持ちください。

 2．証明写真・・2枚（4.5㌢×3.5㌢：6ヶ月以内のもの）        氏名、本籍地の変更のある方、紛失された方はご相談ください。

 5．費用（下記参照）・・・・現金のみ  5．費用（下記参照）・・・・現金のみ

       身体検査用（1枚）、申請用（1枚）：ご持参ください。        海技士：通信・電子通信の方は船舶局無線従事者証明書

       ※ 当施設内でも撮影可能ですが
                         混み合いますのでお持込みください。

 2．海技士身体検査証明書（必ず、指定医にて受診）

　　 受診後、受講日の5日前までにFAX等にてご提出下さい。

 3．本籍記載の住民票・・・・1通（1年以内のもの）  3．証明写真・・2枚（3.0㌢×3.0㌢：6ヶ月以内のもの）

　    ※ただし、現住所記載の免許証をお持ちの方で、
　　    免許証の記載事項等に変更がない方は不要です。

    　身体検査証明書用（1枚）貼付けのうえ受診して下さい。

    　申請用（1枚）：ご持参ください。

ジェイス



⚓ 2023年１月～12月 ⚓　JEIS東北 更新・失効再交付講習年間予定表（塩釜）

講習時間
更新講習　　１時間程度　

失効講習　　２時間２０分程度

1月 ２月 ３月

　↑ 講習会場：塩釜商工会議所 　↑ 講習会場：塩釜商工会議所

開催日 開始時間 講習項目

1月18日(水) 10:00 更新＆失効 2月09日(木) 10:00 更新＆失効 3月01日(水)

開催日 開始時間 講習項目 開催日 開始時間

3月28日(火)

　↑ 講習会場：塩釜商工会議所 　↑ 講習会場：塩釜商工会議所

14:00 更新＆失効

講習項目

10:00 更新＆失効

1月25日(水) 10:00 更新＆失効

2月21日(火) 10:00 更新＆失効 3月15日(水) 10:00 更新＆失効

４月 ５月 ６月

開催日 開始時間 講習項目 開催日 開始時間 講習項目 開催日 開始時間 講習項目

4月05日(水) 10:00 更新＆失効 5月10日(水) 10:00 更新＆失効 6月07日(水) 10:00 更新＆失効

4月11日(火) 14:00 更新＆失効 5月17日(水) 10:00 更新＆失効 6月14日(水) 10:00 更新＆失効

4月19日(水) 10:00 更新＆失効 5月31日(水) 10:00 更新＆失効 6月21日(水) 10:00 更新＆失効

７月 ８月 ９月

開催日 開始時間 講習項目 開催日 開始時間 講習項目 開催日 開始時間 講習項目

9月13日(水) 10:00 更新＆失効

7月05日(水) 10:00 更新＆失効 8月02日(水) 10:00 更新＆失効 9月06日(水) 10:00 更新＆失効

9月27日(水) 10:00 更新＆失効7月20日(木) 10:00 更新＆失効 8月30日(水) 10:00 更新＆失効

12月

開催日 開始時間 講習項目 開催日 開始時間 講習項目 開催日 開始時間 講習項目

12月19日(火) 14:00 更新＆失効

10月04日(水) 10:00 更新＆失効 11月01日(水) 10:00 更新＆失効 12月06日(水) 10:00 更新＆失効

開始時間 講習項目 備考開催日

02月08日(水)

04月04日(火)

06月20日(火)

10月25日(水) 10:00 更新＆失効

⛵  小型船舶操縦士（一級・二級・特殊） ⛵

11月15日(水) 10:00 更新＆失効 13時間（C）講習：有 10:00

更新＆失効

09月12日(火) 10:00 更新＆失効 10:00 更新＆失効

01月24日(火) 10:00 更新＆失効 10:00 更新＆失効

10:00 更新＆失効

※ 講習会場名記載なし：マリンゲート塩釜　ベイサイドルーム（2F）

13時間（C）講習：有 10:00

更新＆失効 13時間（C）講習：有

13時間（C）講習は、開催日（1日目）とその翌日（2日目）に実施します。

⛴ 海技士（航海・通信・電子通信・機関） ⛴

会場：JEIS教習等

10:00

更新＆失効 13時間（C）講習：有

05月16日(火) 10:00 更新＆失効

03月29日(水) 10:00 更新＆失効

🧭 航 海・通 信・電子通信 🧭（奇数月） 🔧  機　関  🔧（偶数月）

開催日 開始 講習項目

08月29日(火)

10月24日(火)

12月20日(水)

07月12日(水) 10:00 更新＆失効

　↑ 講習会場：マリンゲート塩釜
　　　　　　　 マリンホール（3F）

備考

10月18日(水) 10:00 更新＆失効 11月14日(火) 14:00 更新＆失効

10月 11月

7月11日(火) 10:00 更新＆失効 8月23日(水) 10:00 更新＆失効


