
船舶免許

RENTAL WAREHOUSE & GARAGE
収納・車庫にお使い頂けます!
大型車・バイク・船・PWC・ボート・災害時備蓄倉庫等にも。
アメ車の大型SUVでも楽々入るくらいの大きい倉庫ですので、大きい荷物の収納はもちろん、
室内での作業も余裕でできるスペースを確保。車庫としても使用できます。
24時間防犯赤外線カメラ録画作動中ですので、防犯対策も万全!
詳しい詳細については是非一度お問い合せください。

Address：茨城県土浦市宍塚1843

コンテナタイプ

茨城県つくば市古来1480-1NEW

￥2,500～ /月
￥15,000～/月ガレージタイプ

レンタル倉庫&ガレージ

ボート・水上オートバイ免許取得について

ボート・水上オートバイ

シーマリンでは千葉・茨城をを中心に小型船舶免許に関し
た幅広い業務を行っております。これからボート免許を取得
される方も、すでに旧４級等の船舶免許をお持ちで、航行
海域が無制限の１級への進級をお考えの方も、的確にサポ
ート致します。
ボート用小型船舶操縦士免許・水上オートバイ用特殊小型
船舶操縦士免許なら国家試験免除をしらないと損！国家試
験免除にて小型船舶操縦士免許を取得する事が可能です。
国家試験免除だから「安心」、「確実」、「短期」、そしてな
により「丁寧」です。

国家試験に代わる終了審査はありますが、学科・実技の講
習後その場ですぐに審査を受けることができるので移動の
手間なく、短期間で、しかも確実に船舶免許取得が可能です
。審査に合格すれば、後は船舶免許が届くのを待つだけ。申
請などのわずらわしい手続きはすべてお任せ下さい！ お気
軽にお問い合わせ下さい。

免許取得はシーマリンにお任せ下さい！

国家試験免除とは

免許取得までの流れ

教室運営は、国土交通大臣　登録講習機関　まどか海事事務所、ブライトマリン
センターが行います。

1級
＋ ＝

大型ボートでの外洋釣りやヨットでの外洋を
目指す人にオススメです。

1級小型船舶操縦士免許

講習料金
￥124，500

申請料金
￥5，500

総費用
￥130，000

2級
＋ ＝

海岸より５海里以内での釣りや
クルージングを楽しみたい方に最適。

2級小型船舶操縦士免許

講習料金
￥104，500

申請料金
￥5，500

総費用
￥110，000

特殊
＋ ＝

水上オートバイを操縦する為の免許です。

特殊小型船舶操縦士免許
水上オートバイ用免許

講習料金
￥59，500

申請料金
￥5，500

総費用
￥65，000

１、 まずは、お電話にてお問い合わせ下さい 
２、 必要書類をご用意ください 
３、 受講日時のご予約 
４、 受講料のお支払い（講習当日にお支払い下さい）
５、 学科・実技の受講(更新・失効は実技はありません) 
６、 講習当日に審査終了！ 
７、 合格から1カ月程でご自宅に免許が届きます 

・申込み用紙
・身体検査証明書

・証明写真５枚（4.5cm×3.5cm）
・ボート免許証のコピー

・印鑑（お預かりできるもの）

・申込み用紙
・船舶免許証のコピー 

・証明写真５枚（4.5cm×3.5cm）
　　　・住所変更の際は住民票抄本 （本籍地記載）

・印鑑（お預かりできるもの）

1級へ進級

＋ ＝

指定会場にて昼の部２日間または
夜の部３日間の講習および修了審査で
１級免許が取得できます。

講習料金
￥33，500

申請料金
￥5，500

総費用
￥39，000

総費用
￥8，500
総費用
￥14，500

1年前から受ける事ができます！  

有効期限が過ぎていても受ける事ができます！  

・申込み用紙
・身体検査証明書

・証明写真５枚（4.5cm×3.5cm）
・住民票抄本（本籍地記載）

・印鑑（お預かりできるもの）ご用意
いただく物 

ご用意
いただく物

ご用意
いただく物 

更新

失効

※国家試験免除はじめて取る方 

※国家試験免除

すでに旧４級( 新２級 )または旧５級免許を
お持ちで1級へ進級・ステップアップ

Price：

ご希望の方は、お見積り・画像等お送り致します。お気軽にお問い合わせください。

Tel.029-896-7070
Fax.029-896-7071

E-Mail:mail@global-sea.com www.global-sea.com 〒300-0817    
茨城県土浦市永国２８  
営業時間10:00～20:00 月曜定休(祝日を除く)
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Special Import Car ShopSpecial Import Car Shop

GLOBAL SEAはお客様を第一に考え、お好みの1台を提供できるよう、精一杯対応させて頂いております。
また、在庫にないお車でもオークション代行やアメリカからの直接輸入にてお車をお探しいたします。

販売協力店400店舗以上
GLOBAL SEAは全国業販販売協力店を募集しています。
在庫にないお車でも日本最大のオークション会場、アメリカ最大のオークション会場か
ら直接輸入にてお好みの1台をお探しいたします。ローンや下取り、買取も可能ですの
で、お車の乗り換えや新規購入の際には是非一度ご連絡ください。

Sales System
お問い合わせ
在庫状況、装備、お見積り依頼等、ご不明な点がご
ざいましたらお電話、ＦＡＸまたはメールでお問い合
わせください。
TEL.029-896-7070　FAX.029-896-7071 
E-Mail: mail@global-sea.com

ご来店・試乗
お気軽にご来店下さい。また、遠方のお客様で、ご来
店の難しい方もご連絡頂ければ、車両の詳細をお知
らせ致します。弊社は全国に納車の実績があり、お
電話、メールの対応で購入する事も可能です。

お見積もり
購入時には自動車取得税・自動車税・自動車損害賠
償責任保険料がかかります。また、購入時にナンバー
の無い車には自動車重量税がかかります。その他費
用の詳細についてはお問い合わせ下さい。

ご購入
ご来店時に実印・銀行届出印・ご通帳・印鑑登録証
明書（印鑑証明）・運転免許証を持参して頂くと契
約が迅速に進み、納車までの期間が短くなります。ま
た、契約後に車庫証明などの必要書類を要します。
詳細についてはお問い合わせください。

ご納車
お客様にご来店いただきお引渡しさせていただくか、
お客様のご自宅までお届けさせていただく方法がご
ざいます。ご指定場所へのお届けの場合、別途料金を
申し受けます。また、ご納車時には弊社担当者立会い
の下、今一度納車車両をご確認いただきます。

After Follow

New Car Guarantee （新車保証）
3年間or5万km保証
保証期間は車輛納車日より3年間又は、走行
距離5 万km迄となります。消耗品、電装系等
の故障は含まれません。詳しくはお問い合わ
せ下さい。

Used Car Guarantee （中古車保証）
1年間or1万km保証
保証期間は車輛納車日より1年間又は、走行距離1万km迄となります。消
耗品、電装系等の故障は含まれません。詳しくはお問い合わせ下さい。

Factory&Service
（提携工場&サービス）
弊社は提携工場をご用意してございま
す。メンテナンス、修理等も承ります。
また、万が一に備え、セーフティ
ローダーも2台完備しており緊急
時にも対応致します。

Guarantee （保証）
弊社ではお客様にコンディションの良い車両を提供するだけではなく、長く安心してお乗り頂く為の
サービスを提供致しております。今まで輸入車に乗りたいが『壊れる』、「修理費が高い」等のイメー
ジでご購入を断念されていた方も是非今後はご安心してお乗り頂けます。弊社でご購入頂く車両に
は保証をお付けする事が出来ます。

Cadillac Escalade

Hummer H2

Lincoln Navigator

Toyota Tundra & Sequoia

Import Car
Lineup

Auto Credit
アプラス、プレミアフィナンシャル、対応
支払い自由型のオートローンが登場！！毎月のお
支払額やお支払回数がお客様のライフスタイ
ルに合わせて自由に設定できる、新しいオート
ローンのかたちです。このオートローンの登場
で、状態に合った返済計画が可能になり、お客
様の選択の幅がグーンと拡がります!! 詳しくは
当社スタッフへお問い合わせ下さい。

自社工場完備！
安心の自社工場完備!! 当店でお買い求めい
ただいた車は責任を持って整備いたします。
お気軽にご相談ください。

※当社では事故車等の取り扱いは一切行なっておりません。
and more.

あなたの大事なお車...
どこよりも高く、どこよりも親切に

高価買取致します!!
全国どこでも現金出張買取いたします。
ローン中のお車もOK。
輸入車を熟知したスタッフが対応致します。
まずはお気軽にご相談ください!!

お問い合わせは
コチラ!!

TEL：029-885-9323
FAX：029-885-9322 http://www.sea-marine.com/

シーマリン 検　索

4140


