第 15 回 DJI スペシャリスト認定資格試験 江別市開催のお知らせ
○持物
・筆記用具

○DJI CAMP について

・上履き

DJI CAMP とは、マルチコプター（ドローン）お

・DJI CAMP テキスト

よびカメラ技術を開発・製造するグローバルリ

・技能試験の際は機体持込(phantom3/4 に

ーダー、DJI の日本法人である DJI JAPAN 株式

限る）いただくか、または機体（Phantom3

会社が主催する操縦者向けの民間資格です。DJI

もしくは Phantom4）を貸出いたします

のマルチコプターを、正しくより安全に使用で

○講義内容

きる操縦者を認定する企業向けプログラムであ

1.操縦者の行動規範 / 2.安全基準 / 3.マ

る DJI CAMP は、DJI のマルチコプターの正しい

ルチコプターの概論 / 4.禁止事項 / 5.気

知識、正しい操縦方法、そして飛行モラルを習得

象について / 6.電波について / 7.飛行に

しているかを評価しています。

ついて / 8.操縦技量チェック / 9.DJI 製

○DJI スペシャリストについて

品について / 10.法律

10 時間以上の飛行操縦経験がある操縦者に実際
のマルチコプター飛行業務に従事できる技能を
証明できます。DJI CAMP で認定するのは、企業
内でパイロット、および改正航空法下で業務を
行う方で、DJI のマルチコプターを正しく安全に
使用できる操縦者です。

○技能試験内容
1.機体コンディションチェック : プロペラ、モータ
ー等確認している
2.離陸(P)

:

周囲の安全を確保し、確認してから離

陸している

○第 15 回 DJI CAMP 日程

3.ホバリング(A)１分間 : 精度±50cm(優)、精度±1

2018 年 4 月 26 日(木)～27 日(金）

2 日間

26 日

10 時～17 時

座学講習

練習時間あり

27 日

10 時～17 時

筆記試験、操縦試験

○開催場所

m(良)
4. 右 or 左 の ホ バ リ ン グ (A) １ 分 間

:

精度

±50cm(優)、精度±1 m(良)
5.対面ホバリング(A) １分間 : 精度±50cm(優)、精

江別市都市と農村の交流センター「えみくる」

度±1 m(良)

067-0056 江別市美原 1445（TEL 011－384－0285）

6.前進して決められた地点まで飛ぶ(A)

・札幌市中心部より車でおよそ 35 分(21.9km)

7.対面で離陸地点に戻ってくる(A)

・無料駐車場あり

8.8 の字旋回(P)

○参加資格

9.ノーズインサークル（P）

・個人及び法人の方

10.着陸（A)

・ドローン操縦経験 10 時間以上

※（P）：GPS もしくはビジョンポジショニング使用可

・DJI ユーザー

（A）：GPS オフで飛行

※受験前に、機密保持契約に同意していただく
必要がございます。

※合否は約 2 週間後にメールで結果をお知らせします。
試験不合格の方は次回開催時に再試験（再試験費用別

※機密保持契約に同意できない方は受験ができ

途）を行います。

ませんので、ご注意ください。

○参加費用
・受講・試験料

〇申込方法
64,800 円（税込）

・テキスト代 送料込

3,888 円（税込）

※DJI スペシャリスト試験に合格した際は、認定
証発行手数料として別途 16,200 円（税込）が必要
です。

Web フォームからお申込み、または参加申込
用紙に必要事項を記載の上、
メールまたは FAX に
てお申込みください。

https://do-rone.jp/drt

参加申込用紙

北海道ドローン協会 講習会
＆DJICAMP DJIスペシャリスト認定資格試験

FAX:011-299-5070

メールでの参加お申込
office@dghok.com（PDF,JPG,TIFFファイル添付可）
（定員に達し次第締切、または4月19日締切）

お申込内容

□ 4月23日(月) ドローン安全基礎講習会 基本トレーニング 一般48,600円 会員43,200円（税込）

☑

□ 4月24日(火) ドローン安全基礎講習会 応用トレーニング 一般32,400円 会員27,000円（税込）
□ 4月26-27日(木-金) DJI CAMP DJIスペシャリスト資格認定試験 64,800円 +テキスト代3,888円（税込）

（複数可）

□ 銀行振込 （請求書不要）

お支払い方法
いずれかに☑

□ 銀行振込 （郵送で請求書が必要）

銀行振込：北洋銀行 北七条支店 普通 4101341 特定非営利活動法人Digital北海道研究会 北海道ドローン協会

【参加者】
参加者 氏 名

部署・役職

（省略可）

【ご担当者】
会員
区分
☑

会社名

住

所

□一般・非会員
□北海道ドローン協会会員

〒
請求書の送付先の住所をご記載下さい

E-MAIL

TEL

担当者
氏 名

部 署 ・
役職
（省略可）

持ち込むドローンの機種についてご記入下さい
Phantom4無料レンタル希望の場合は「レンタル希望」

【アンケート】 操縦経験時間
当てはまる項目に✔をつけて下さい

【自由連絡欄】

□0～9時間 □10時間程度
業務内容 □CM/PV撮影 □建設土木

□10～30時間 □30～100時間 □それ以上
□測量 □その他（
）

請求書・領収書の宛名について等、要望がございましたらご記入下さい

お申込み方法
下記アドレス記載の各詳細ページのWebフォームより お申込下さい
Webフォームから

https://do-rone.jp/ 「北海道ドローン協会」で検索
「参加申込用紙」に ご記入の上、下記宛に送信下さい（PDF,JPG,TIFF添付可）

FAX 011-299-5070 E-MAIL office@dghok.com(スキャン画像添付、または必要事項記
FAX E-MAILから

を本文に記載し、【参加申込】ドローン講習会 等の件名でメールにてご連絡下さい)

