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株式会社ベータテック 

第一級海上特殊無線技士（１海特）養成課程【講習会】 

英語免除コース 募集案内 【令和 4 年度 名古屋 第 1 回】 

弊社では、総務省東海総合通信局の認定を受けて、下記の養成課程【講習会】を公募にて実施いたします。

この講習会を修了された方の免許申請手続き・免許証のお渡しも弊社で実施いたします。 

記 

１．養成課程【講習会】の実施期間・場所・募集定員 

  実施資格  ：  第一級海上特殊無線技士 【英語免除コース】 

  講義実施日：  令和 4 年 9 月 23 日（金 祝）・24 日（土）・25 日（日）  

               合計３日間です（時間割のすべての講義に出席が必要です）。 

講義実施時間：9 月 23 日（金 祝）・24 日（土）は 9:20 集合 9:30 講義開始 18:20 終了 

          9 月 25 日（日）は 9:20 集合 9:30 講義開始 14:00 修了試験開始 

 18:00 終了（※１） 時間割詳細は、受付後ご案内致します。 

        ※１ 修了試験は、ご本人の電気通信術（送話）の試験が終了次第、帰ることができます。 

実施場所：    愛知県名古屋市天白区植田西 2-110-1 株式会社ベータテック 

           名古屋市営地下鉄鶴舞線「塩釜口」駅から徒歩 8 分 ※社有駐車場（無料）利用可。 

募集定員：    20 名 

  講義時間数：  【法規】９時間  【無線工学】６時間  【電気通信術】２時間（※２）  （規定による） 

            ※2 電気通信術免除（航空無線通信士又は航空特殊無線技士を取得済）の方は 

                電気通信術の時間は受講不要 

 

２．受講資格（英語免除コース） 

  (A)次の①～③のいずれかに該当する方で、受講申込時に(B)及び(C)の事項にいずれも該当しない方。 

    ただし、④に該当する方は「電気通信術」の全受講時間及び修了試験の電気通信術を免除とすること 

    ができます。 

    ①船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和 26 年 法律第 149 号。以下「船舶職員法」という。）による 

     船舶職員であって、国際航海に 2 年以上従事した経歴を有する方 （※３） 

      ※３ 該当し、受講を希望される方は、お手数ですが弊社に事前にお問い合わせください。 

    ②学校教育法により高等専門学校若しくは大学を卒業し又は修了した方（修了については大学の 2 年 

      次以上を修了した方に限る。） 

    ③入学資格を学校教育法第 90 条に規定する者（高等学校又は中等教育学校（中高一貫校）を卒業 

       した者、若しくは通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者）とする修業年限が 2 年以上の学 

       校等（②に掲げるものを除く。）を卒業し又は修了（2 年次以上の修了に限る。）した方で、英語の科目 

       を履修した方 

     ④航空無線通信士若しくは航空特殊無線技士の資格を取得されている方 
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 (B)電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行を受けることが 

   なくなった日から２年を経過しない方 

 (C)当該資格 第一級海上特殊無線技士（旧資格 特殊無線技士（国際無線電話）を含む）を既取得である 

   方 

 

  尚、受講の資格の事実確認のため、経歴証明書（※３の方）、卒業証明書、修了証明書又は成績証明書 

   、並びに電気通信術免除の方は、「航空無線通信士」又は「航空特殊無線技士」の免許証のコピー（ 

   画像データ又は印刷）の提出をしていただき、確認させていただきます。 

 

３．養成課程【講習会】の料金（１名様あたり） 

   受講料金（含：教科書・免許申請費用）  41,625 円（税込） 

   ただし、電気通信術免除の方は 41,075 円（税込） 

 

４．養成課程【講習会】の受講にあたって 

 講習会は全時間、遅刻欠席なく出席いただくことが条件となります。どうしても遅刻欠席となってしまった

場合は、不足分の補講（１時間単位）を受講していただきます。修了試験は、講習会の全授業時間を完全

に受講した方でなければ、受験することができません。修了試験の実施場所は受講の場所と同じです。 

 

５．この資格（第一級海上特殊無線技士）の資格活用例 

  船舶無線（国際ＶＨＦや漁業無線等）、海岸局の無線（同）や船舶レーダーなどの操作が可能です。

下記の①から③までが活用例です。 

  ※アマチュア無線局の操作（アマチュア業務）はできません。 

  ※この資格を取得すると、消防設備士の甲種の受験資格ができます。 

第一級海上特殊無線技士で操作可能な設備等の例（次の①・②・③の操作が可能です） 

① レーダー級海上特殊無線技士で操作可能な設備の例 

・船舶レーダーの技術操作･･･船舶用の大型レーダー 

・沿岸監視用レーダーの技術操作･･･海上を航行する船舶の監視用レーダー 

② 第二級海上特殊無線技士で操作可能な設備の例（海岸局のみを記載） 

・海岸局（国内通信）の操作･･･中短波帯（10W 以下）や 27MHz 帯・40MHz 帯の漁業用海岸局、 

VHF を使用する小規模海岸局 等 

③ 第一級海上特殊無線技士で操作可能な設備の例（海岸局以外を記載） 

・船舶局（国際通信を含む）･･･漁船、レジャーボート、旅客船（国内）、曳船 等 

 ※中短波帯は 75W 以下で旅客船（平水区域を航行するもの及び沿海（非国際航海）を航行す

る 100 トン未満のもの）、漁船、旅客船及び漁船以外の船舶（平水区域を航行するもの及び平水

区域以外を航行する 300 トン未満のもの） 

 ※漁業無線、国際 VHF は 50W 以下。 ※中短波帯、国際 VHF の DSC 運用が可能。 

・船舶地球局（電気通信業務用）･･･漁船、旅客船（国内） 等（制限あり） 
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 ・第一級海上特殊無線技士の操作可能範囲の例 

資格 国際 VHF 

25W 機 

5W 機 

DSC あり 

中短波帯 

SSB 無線機 

等 

DSC あり 

船舶局：75W 以下 

海岸局：10W 以下 

船舶地球局 

（旅客船、漁

船以外の船

舶は制限有） 

レーダー 

5kW 超 

 

ＡＩＳ 

 

漁業無線 

27MHz 帯 

海岸局 

（1OW 以下） 

漁業無線 

27MHz 帯 

船舶局 

（5OW 以下） 

１海特 

当該資格 

〇 〇 〇 〇 〇 

 

〇 〇 

備考 船舶局では 

国内通信・国内通信とも可能 

海岸局は国内通信のみ可能 

漁船は制限

なし 

  国内通信 

のみ 

国際通信・ 

国内通信 

とも可能 

                       

６．【ご参考】第一級海上特殊無線技士の資格操作範囲について 

  「第一級海上特殊無線技士」の資格によって操作できるのは次の範囲です。 

①次に掲げる無線設備（船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。）の通信操作（国際電気通信

業務の通信のための通信操作を除く。）及びこれらの無線設備（多重無線設備を除く。）の外部の転

換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 

 イ 旅客船であって平水区域（これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下

この表において同じ。）を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない

総トン数 100 トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区

域とするもの及び総トン数 300 トン未満のものに施設する空中線電力 75 ワット以下の無線電話及び

デジタル選択呼出装置で1606.5キロヘルツから4000キロヘルツまでの周波数の電波を使用するも

の 

 ロ 船舶に施設する空中線電力 50 ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で 25010 キ

ロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの 

 

②旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事

しない総トン数 100 トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航

行区域とするもの及び総トン数 300 トン未満のものに施設する船舶地球局（電気通信業務を行うこと

を目的とするものに限る。）の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波

の質に影響を及ぼさないものの技術操作 

 

③ ①及び②に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲（※４）に属する

もの 
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※４ 第二級海上特殊無線技士の操作可能範囲 

①船舶に施設する無線設備（船舶地球局（電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。）及び

航空局の無線設備を除く。）並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げる

ものの国内通信のための通信操作（モールス符号による通信操作を除く。）並びにこれらの無線設備

（レーダー及び多重無線設備を除く。）の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技

術操作 

 イ 空中線電力 10 ワット以下の無線設備で 1606.5 キロヘルツから 4000 キロヘルツまでの周波数 

   の電波を使用するもの 

 ロ 空中線電力 50 ワット以下の無線設備で 25010 キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するも 

   の 

②レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作 

 

７．【講習会】申込書及び送付先（弊社連絡先） 

  お申込は、WEB のリンクの申込フォームを開いていただき、ご入力くださいますようお願いいたします。 

  申込みフォーム https://www.b-tec.jp/cgi-bin/rikutoku/regist/1kaitoku_lecture_regist.html 

  ※お申込みの際は、ご希望の講習日を間違いなく選択してください。 

   弊社でお申込みを確認後、受付後のご案内・時間割等を郵送させていただきます。 

お問い合わせ）株式会社ベータテック 1 海特担当 宛 

メール：  

TEL：052-685-7909（平日 9:30～18:00）  FAX：052-809-0206 

弊社住所（講習会の実施場所） 

   〒468-0058 

 愛知県名古屋市天白区植田西 2-110-1 株式会社ベータテック 

      地図検索                                                            以上 

 

 

 

 

 

 

https://www.b-tec.jp/cgi-bin/rikutoku/regist/1kaitoku_lecture_regist.html

