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ユーピーパラグライダースクール料金表 

 
ＪＲパラグライダースクールの各コース ０７３６－７７－７７７５ 

半日体験／１日体験コース 

料  金 ４，6００円+保険代５００円／８，２００円+保険代１，０００円 

有効期限 １日 

内  容 初心者のための技術練習コース 

パラグライダーの基本練習から浮遊体験までを 

JRゲレンデを使って存分に体験して頂きます。 

Ａ級ライセンス取得コース 

料  金 １５，4００円 +保険代１，０００円 

有効期限 基本連続２日間 

内  容 A級ライセンス取得のための技術練習コース 

パラグライダーの基本練習から直線単独滑空までを主に 

JR専用ゲレンデを使ってみっちりと習得して頂きます。 

取得ライセンス 

   A級ライセンス証 

マスターコース４日間 （連続４日である必要はありません） 

料  金 ３０，９００円 +保険代１，０００円 

有効期限 １２ヶ月 

対 象 者   １日体験か A級ライセンス取得コース受講修了者 

内  容 A・B級ライセンス証を取得し、ノービスパイロット取得コースへ進む為の技術練習コース 

他コースに加え、機材の取り扱いや知識・技術の向上を 

JR専用ゲレンデを使ってみっちりと習得して頂きます。 

取得ライセンス 

   A・Ｂ級ライセンス証取 

※A級ライセンス証取得の為には、別途以下の料金が必要です。 

検定料１，０００円、申請料１，０００円、学科検定料１，０００円 

フライヤー登録証（申請料５，０００円） 

B取得の為には、別途以下の料金が必要です。 

検定料３，０００円、申請料３，０００円、学科検定料１，０００円 

 

上記各コースからさらにステップアップし、本格的にパイロットを目指すコースがこちら！ 

↓  



ＵＰパラグライダースクールの各コース ０７３６－７７－７０８８ 

 

ノービスパイロット（ＮＰ）取得コース  

スクール教員の指導の下、ホームエリア・パイロットを目指します。 
料  金 ３２，４００円 

有効期限 ６ヶ月 

資  格 Ｂ級ライセンス保持者 

内  容 ＮＰ級ライセンス取得のための技術練習コース 

 個人のグライダー出発前点検～高高度フライト（３００ｍのテイクオフ）の基本を習得。 

実技カルテに基づいて、高高度フライトの基本・応用を習得。 

 自身の判断力が重視される、ホームエリア・パイロットとしてのフライト技術を身に付けます。 

※日本一安全で効率のよい練習場、鳥取砂丘でも高高度フライトに備えた練習が行えます。 

（合宿形式にて練習に向かいます。レベルアップ間違い無し！） 

取得ライセンス 

   ＮＰ級ライセンス 
ＮＰ級取得の為には、別途以下の料金が必要です。 

実技検定料５，０００円、申請料５，０００円、学科講習料３，０００円、学科検定料３，０００円 
※６ヶ月以内に取得できなかった場合、更新をしていただきます。 

 

パイロット（Ｐ）取得コース  

全国どのエリアでも自身の判断で飛べる力を身に付ける。 
料  金 ３２，４００円 

有効期限 １２ヶ月 

資  格 ＮＰ級ライセンス保持者 

内  容 Ｐ級ライセンス取得のための技術練習コース 

 実技カルテに基づき、高高度フライトの基本・応用を習得。 

 全国のエリアで、自己判断によるフライトができる実力を磨きます。 

取得ライセンス 

   Ｐ級ライセンス 
Ｐ級取得の為には、別途以下の料金が必要です。 

実技検定料５，０００円、申請料５，０００円、学科講習料３，０００円、学科検定料３，０００円 

※１２ヶ月以内に取得できなかった場合、更新をしていただきます。 

 

クロスカントリーパイロット（ＸＣＰ）取得コース 日本・世界の空を自由に飛べる基本

技能を習得します。 
料  金 ３２，４００円 

有効期限 なし 

資  格 Ｐ級ライセンス保持者 

内  容 XC級ライセンス取得のための技術練習コース 

 実技カルテに基づき、クロスカントリーフライトの基本・応用を習得（ＧＰＳ必須） 

取得ライセンス 

   XC級ライセンス 

XC級取得の為には、別途以下の料金が必要です。 

実技検定料５，０００円、申請料１０，０００円、学科講習料３，０００円、学科検定料３，０００円 

 

 



タンデムコース（二人乗り）取得コース 

家族・友人・恋人を乗せて、フライトを楽しむライセンス。 

 
料  金 

ａ）３２，４００円：UP WINGSクラブ員もしくは、当スクールでグライダーを購入した方 

ｂ）６４，８００円：ａ）以外の方 

※ タンデム講習・検定中のフライト約１５本全てレンタルタンデム機を使用する場合は、 

※ ４８，６００円増しとなります。（１本３，２４０円） 

有効期限 １２ヶ月 

資  格 １．パイロット技能証取得者以上 

     ２．学科合格者 

     ３．タンデム教員が許可した者 

内  容 ａ）タンデム教員の操縦でパッセンジャーとしてのフライト５本以上 

     ｂ）タンデムパイロットをパッセンジャーとしてのフライト５本以上 

     ｃ）タンデム教員をパッセンジャーしてのフライト５本以上 

※ 計１５本、全て高度差１５０ｍ以上かフライト時間１分以上の飛行でテイクオフとランディングが安全かつ

確実に行なわれること。 

取得ライセンス 

   タンデム証 

タンデム証取得の為には、別途以下の料金が必要です。 

実技検定料５，０００円、申請料５，０００円、学科講習料３，０００円、学科検定料３，０００円 

 

 

 

転入コースの選択について 

基本は面談の上で、個々人に合ったコース選択をさせていただきます。 

 

Aキャノピー無し+高高度フライト経験なしの場合 

・基本知識が不十分 → マスターコースへ 

・基本知識をマスターしている → ＮＰ取得コースへ 

（スクールからキャノピーを購入する場合、最初のＮＰ取得コース料金は免除） 

 

Bキャノピー無し+高高度フライト経験ありの場合 

・NP取得又はP取得コースへ 

（スクールからキャノピーを購入する場合、最初のNP又はP取得コース料金は免除） 

 

Cキャノピー有り+高高度フライト経験無しの場合 

・基本知識が不十分 → マスターコースへ 

・基本知識をマスターしている → ＮＰ取得コースへ 

 

Dキャノピー有り+高高度フライト経験ありの場合 

・NP取得又はP取得コースへ 

 

 

 

 

 



受講にあたって 

ＮＰ取得コースに進まれる場合、フライヤー登録が必要です。 

また、本校指定のパラグライダースクール保険加入者のみとさせていただきます。 

各コースともに事前予約が必要で、集合は午前１０時です。 

休校日は、毎週金曜日。但し、祝日は開校します。 

フライヤー登録について 

パラグライダーで飛行を行おうとする者は、その意志を表明することを目的とした公益社団法人日本ハング・パラグ

ライダー連盟（以下 JHF）の登録が必要です。また、登録と同時に第３者責任賠償保険に加入します。 

登録料           ５，０００円／１年 

                 １４，５００円／３年 

フライヤー登録の申請後、登録証が届くまで約２週間かかりますのでなるべく早く申し込み下さい。 

ライセンス取得について 

ライセンス取得には、JHF教員が行う実技試験と学科試験の合格が必要です。 

パラグライダースクール保険 

万一フライト中、アクシデントに遭遇した場合の傷害保険です。 

任意保険ですが、本校入校は加入者のみとさせて頂きます。 

スクール生保険        ９，５３０円 (12/20~12/19） 

エリア利用料について 

高高度フライトを行う場合、エリア利用登録料が必要です。 

エリア利用登録料   ２０，０００円 (10/1~9/30) 

クラブ登録について 

UPWINGSクラブ登録料   ５，０００円 (4/1~3/31) 

その他必要な物 

施設利用チケット           ２，５００円（１１枚綴り）＞UP WINGSクラブ員価格（定価３，７００円） 

ログブック                  ５４０円  

 注意 

２ヶ月以上休校の際は、必ず事前にご連絡をお願い致します。連絡なき場合、講習料は自動的に加算されます。また、

６ヶ月以上連絡のない場合、スクールを退校したとみなし、再入校の際、入校料を頂くこととなります。 

 

ご予約時の連絡先 

住所  

〒649-6413和歌山県 紀の川市 竹房 ３９１ 

TEL 

ＪＲパラグライダースクール ０７３６－７７－７７７５（半日・Ⅰ日・Ａ級・マスターコース） 

UPパラグライダースクール ０７３６－７７－７０８８（ＮＰ・Ｐ・ＸＣ・タンデム・転入コース） 

メール 

sky@upsports.co.jp 

mailto:sky@upsports.co.jp


おまけ・・・～実際に掛かる費用のお話～ 

まったくの初心者からパラグライダーを始めるまでの費用（例）(*^^)v 
１日体験コース   ８，２００円 

体験保険代    １，０００円 

マスターコース  ３０，９００円／４日・・主にゲレンデでの飛行練習です。 

コース保険代   １，０００円 

山飛びコース   ３２，４００円 ６ヶ月・・教員の誘導の下、山頂（３００ｍ）からフライトします。 

JHF登録      ５，０００円／１年 

エリア登録     ２０，０００円／最大一年（１０月更新） 

クラブ登録      ５，０００円／最大一年（４月更新） 

ライセンス登録（実技・学科・申請） 

A級             ３，０００円 

B級             ７，０００円 

その他 

 スクール保険代  ９，５３０円 

施設利用チケット  ２，５００円／１１枚 

ログブック        5４０円／１冊 

--------------------------------------------------- 

グライダー一式以外の諸経費計 

１２６，０７０円 

パラグライダー一式・初心者セット（グライダー・ハーネス・ヘルメット・等） 

※時期により中古セットの選択も可。ただし、耐久性の問題等ありますので、スクール使用における使用期限を 

設けさせていただいております。価格は時価、おおむね4０～5０万円（すべて中古ではありません） 

58～63万円（40～50万円） 

合計------------------------------------------------- 

          70～７５万円（57～67万円） 

 

空を飛ぶ乗り物で初心者がかかる費用（概算） 
（参考）軽自動車         10０～20０万円  +諸経費      ２０万円前後+燃料代 

パラグライダー           6０～ 7０万円  +諸経費      １５万円前後 

ハンググライダー          8０～１1０万円  +諸経費      １５万円前後 

モーターパラグライダー    １3０～１５０万円  +諸経費      １５万円前後+燃料代 

グライダー（FRP製）    ５００～１０００万円 +諸経費      ５０万円前後 

 

セスナ機        ２０００～３０００万円   +諸経費１００～３００万円+燃料代 

+維持費（保険・格納庫・整備・検査代等）６００万円～１０００万円 

 

ヘリコプター      ８０００～９０００万円  +諸経費１００～３００万円+燃料代 

+維持費（保険・格納庫・整備・検査代等）６００万円～１０００万円 

以上後半は桁が２～３桁違いますが(^_^;)・・・・・ 
自分で操作して空を飛べる乗り物でダントツに安いのがパラグライダーです。 

自分専用に乗り物を買って、ライセンスを取って自由に飛べるようになるまでの費用が１００万円前後なんて 

陸・海（バイク・車・ダイビング・ボート・ヨット）と比べても安い。 

しかも移動手段を選ばないのも、パラグライダーの魅力の一つ。 

リュック一つに入って電車でも移動できる（パッと見トレッキングに出かける風にしか見えない）なんていう信じがたい

お手軽さは他の乗り物では考えられません。（ムササビスーツで空を飛ぶ勇気があるなら別ですが・・・） 

 

ようするに、非日常の体験を信じられないお手軽さで現実にしてくれる乗り物。(^^♪ 

それがパラグライダーってことです。 


