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S-B-B（スキー - ビンディング - ブーツ）システム
担当責任者 各位
日本スキー産業振興協会
SBBセ ミ ナ ー 実 行 委 員 会

7社合同開催

ISO 11088に基づく

『S-B-B認定整備技術者セミナー 2018』のご案内
謹啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。

平素より格別のご高配を賜わり厚くお礼申しあげます。また、日頃より日本スキー産業振興協会の活動
にご理解とご協力を賜り深く感謝申しあげます。
このたびは当振興協会の一事業として開催しております『S-B-B認定整備技術者セミナー2018 以下(SBB
セミナーと略）』につきましてご案内を申しあげます。当SBBセミナーも13年目を迎え、国際規格に基づく

ビンディングの取付け・調整に限らず、サプライヤー、販売サイド、スキー場などそれぞれの立場におけ
るリスクマネジメントなど講習内容も充実してまいる所存です。
2018年の開催会場は、札幌、盛岡、仙台、長岡、長野、名古屋、大阪、広島、東京の 9 会場になります。
また昨年度の「S-B-B認定整備技術者セミナー2017」を受講し、認定を受けられた方は本年度に限り受講
免除による認定が可能になります。
近年消費者の情報取得量は目をみはるものがあります。しかしながら正確な情報を提供しなければ消費
者保護という目的を達成することができません。近年ビンディング、ブーツ共に規格の多様化が進みそ組
み合わせも多岐に及んでおり正しい知識が必要とされています。
「正しいビンディング調整で安全に、楽しくスキー！」というスローガンのもと、スノースポーツビジネス
に社会的義務と責任を求められるいま、S-B-Bシステムを取扱われる皆さまにおかれましては、本SBBセミ
ナーにおいて改めて7社協同プログラムによる技術習得をしていただけますようにご案内申しあげます。

敬白
認定証(A4)

店頭用認定ステッカー(B5)

認定者カード(表／裏)

全課程を受講された方には上記の認定証／店頭表示用認定ステッカー／認定者カードを発行。日本スキー産業振興協会のホーム
ページ上でも受講ショップ一覧が掲載され消費者の識別情報となります。なお認定証の有効期間は１年間。今回の有効期限は、
2019年12月31日です。また前年度受講された方は本年度の受講を免除する受講免除システムが適用され、更新手続き（更新料
4000円）をすることで有効期間が1年間延長されます。更新手続きを完了された方には本年度の各社マニュアル／認定証／店頭表
示用認定ステッカー／認定者カードをお届けいたします。受講は早期お申込みによる事前登録を原則としており、ご予約の方には
受講料の割引がございます。お早めに所定の方法でお申込みいただきますようにご協力をお願いいたします。スタッフ一同、皆さま
のご来場を心よりお待ちしております。
SBBセミナー実行委員会：アメアスポーツジャパン (株)／MDVスポーツジャパン(株)／エランジャパン (株)／(株) K2 ジャパン／
(株) ゴールドウイン／(株) テクニカグループジャパン／HEAD Japan /

7社合同開催

ISO 11088に基づく

『S-B-B認定整備技術者セミナー 2018』 開催概要
お願い：本セミナーは事前受付により、「会場受付け」～「認定証・認定者カード発行」を一貫して行ないます。
申込はウエブでの申込となり、電話・ファックスなどでの申込はできません。
また、申込・受付に関するお問い合わせはメールでのみ対応いたします。
セミナーの内容については日本スキー産業振興協会（03-5827-7880）までお問い合わせください。
電話によるお問い合わせでは受付関連の内容に回答できません。

【名称】S-B-B認定整備技術者セミナー2018

主 催：日本スキー産業振興協会（JSP）SBBセミナー実行委員会

【対象者】

以下のいずれかに該当する責任者、または担当者の方。
● 実行委員会 7社のビンディングをお取扱いの販売店・代理店の正社員で、
ビンディングの取付け・調整に関わる方。
● レンタルスキーショップなどで取付け･調整･貸出しに現場で関わる方。
● スキースクールの責任者、または常勤講師。
● オピニオンリーダーまたは各地区のコーチ。
● 「研究目的」で受講を希望される方。
（受講をお断りする場合があります。認定証/ステッカー/カードは発行しません）

【プログラム(予定)】
時 間／コース
10:00 〜 10:20
10:20 〜 11:50
11:50 〜 12:50
12:50 〜 16:30
16:30 〜 16:45
16:50 〜 17:30

受付け
ISO 11088/JIS S7028に関する一般講習およびヘルメット着用推進講習
昼食休憩 (昼食の用意はございません)
ブランド（グループ）毎のセミナーおよび取付け実習
認定証発行後 終了
フォローアップセミナー：ビンディングの基礎知識、SBBシステムの復習
（希望者のみ：無料）

【受講料/１名につき】（詳細は次頁の「受講申込みフロー」をご参照ください）
●早期お申込み：5,000円（開催日から2週間前までの受付。認定証等は会場でお渡しいたします）
●通常お申込み：6,000円（開催日1〜2週間以内の申込みや受講者名変更。認定証等は後日配送となる場合があります）
●特例お申込み：6,500円（開催日１週間を切った申込みや受講者名の変更。認定証等は後日配送となります）
！注意：申し込み締め切りは各会場とも１週間前までとなり、これ以降の申し込みはウエブ上からはできません。
メール（sbb_center@ski-jsp.jp）までお問い合せください。会場に空席がある場合に限り受付を承ります。
事務局より受付完了のメールが届きましたら会場にて受講料をお支払いください。
●受講免除：4,000円（９月末までにお申込みください。受講資料の発送は10月下旬を予定しています）
！注意：前年度「S-B-B認定整備技術者セミナー2017」を受講し、認定された方は本年度の受講免除による認定が
可能です。但し認定期間は従来通り1年間ですので、更新手続き（更新料4,000円）が必要です。
更新手続きが完了された方には本年度の各社マニュアル/認定証/認定ステッカー/認定カードをお届けいたします。

【キャンセルと参加者の変更について】
・開催7日前までにWEB申込みフォームよりキャンセルの通知をいただいた場合に限り、受講料の50％から返金の
ための振込手数料を差引いて返金いたします。（※返金先口座をおしらせください）
・開催日1週間前までの参加者名変更はWEB申込みフォームよりご連絡ください。それ以後の参加者名変更は通常
申込み扱いとなり、差額1,000円をお支払いいただきます。

【受講料に含まれるもの】
7社の各テクニカルマニュアル、その他関連資料（内容は社により異なります）
S-B-B認定整備技術者証、認定ステッカー、認定者カード（有効期間は１年間。今回の有効期限は2019年12月3

【お願い】
・各会場とも定員に達し次第申込み締切りとなり、申込みができません。早目のお申込みをお願いいたします。
・時間に遅れての受講や中途退出は認定証の発行対象となりませんので、時間に余裕を持ってご来場ください。
・SIA 正会員の方は希望によりSIA会員研修会の単位取得が可能です。
・初受講や販売経験の浅い方は、取付け・調整に関するトレーニングやスキー／ビンディング／ブーツに関する用
語や一般的知識を予習の上セミナーを受講してください。より理解しやすくなります。
・筆記用具を必ずご持参ください。（会場には用意がございません）
・ご参加頂く方に本開催概要を必ずお見せください。

受付申込みフロー（8 月 1 日より受付開始）

※お申込は WEB からの申込となります。

申込みは『会場受講』と『受講免除』からお選びください。
但し『受講免除』は前年度の「S-B-B 認定整備技術者セミナー 2017」を受講し、認定された方に限ります。
前年度『受講免除』により認定された方は『会場受講』だけの申込みとなります。
※国際規格の更新情報、ブランド新製品情報もございますので、前年度の「S-B-B 認定整備技術者セミナー 2017」の
認定者もできるだけ受講いただくことをお勧めします。

【ステップ 1】 WEB からの申込み

会場受講申込み

●日本スキー産業振興協会のホームページから「S-B-B 認定整備技術者セミナー 2018」のタグをクリック。
会場、受講日など必要事項を入力のうえお申込みください。
※フォローアップセミナー ( ビンディングの基礎知識・SBB システムの復習 ) 受講希望者は受講希望にチェック

【ステップ 2】 申込みの完了とお支払い

●お支払いは「コンビニ決済」もしくは「カード決済」もしくは「ペイジー」のみとなります。
■早期申込みの受講料：5,000円
開催日2週間前まで
■通常申込みの受講料：6,000円
※特例申込み：6,500円

開催日1週間～2週間以内

開催日１週間を切った場合はウエブでの申込みはできません。

受付センター(sbb_center@ski-jsp.jp）にお問合わせください。空席がある場合のみ受講可能です。
会場で現金にてお支払いください。

【ステップ3】

決済完了のご連絡

お申込みの入金が確認できましら、「決済完了」のご連絡がご記入のメールアドレスに届きます。

【ステップ4】

受講票

入金確認のメール（カード決済の場合は入金確認画面）が受講票となります。
受講票（プリントアウトしたもの、もしくはスマートフォン画面）を忘れずにお持ちください。
受講票がない場合は新規の当日受付扱いとなる場合があります。
（後日返金できませんのでご注意ください）

受講免除申込み
※「受講免除」申込みは前年度の「S-B-B認定整備技術者セミナー2017」を受講し、認定を受けた方のみ申込み可能です。
この更新手続きによりさらに1年間認定が有効となります。
《更新の申込み締切は9月末迄》※締切後の申込みには対応いたしかねますのでご了承ください。

【ステップ1】

WEBからの更新申込み

●日本スキー産業振興協会のホームページから「S-B-B認定整備技術者セミナー2018」のタグをクリック。
「S-B-B 認定整備技術者セミナー 2017」の認定番号など必要事項を入力のうえお申込ください。
9月末の申込み締切ですので、忘れずにお手続きをお願いいたします。

【ステップ2】

受付完了と更新料の振込み

●お支払いは「コンビニ決済」もしくは「カード決済」もしくは「ペイジー」のみとなります。
■受講免除の更新料：4,000円

【ステップ3】

決済完了のご連絡

申込みの入金が確認できましたら、「決済完了」のご連絡がご登録のメールアドレスに届きます。

【ステップ4】

配布受講資料の発送

本年度の認定証、認定カード、各社マニュアル等の資料の発送は、10月下旬を予定しています。
※お申込は WEB からの申込みとなります。
SBB受付センター：Eメール／sbb_center@ski-jsp.jp （問い合わせはメールでの対応となります）

※お問い合わせはセミナー受講の受付に関わる内容に限ります。※8月1日受付け開始
セミナーの内容についてのお問い合わせは日本スキー産業振興協会（TEL:03-5827-7880）までお問い合わせください。
電話によるお問い合わせでは受付関連の内容に回答できません。
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『S-B-B認定整備技術者セミナー 2018』 会場案内(1)

仙台

8月31日(金)

盛岡
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イベントホール松栄

田

・

盛

岡

マリオス
岩手朝日テレビ

IC

駅

秋

岡

←

盛岡駅
東西自由通路
「さんさこみち」

盛
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盛岡駅
西口地区
駐車場

二十人町通り

地下自由通路

大原学園

イベントホール松栄●6F Aホール
仙台市宮城野区榴岡1-2-8 TEL.022（299）5241
△付近に有料駐車場があります

9月6日(木) 7日（金）
札幌 ※フォローアップセミナーは
6 日のみ

マリオス ●183-186

盛岡市盛岡西通2丁目9-1 TEL. 019(621)5000
△付近に有料駐車場があります

長岡

9月10日(月)
関越自動車道

北陸自動車道
長岡 JCT

長岡 I.C

8

ハイブ長岡
長岡大橋

大手大橋

信濃川

長岡駅
17

札幌コンベンションセンター●107-108
札幌市白石区東札幌6条1丁目 1-1 TEL.011(817)1010
△有料駐車場があります

長野

9 月12日(水) 13日(木)

※フォローアップセミナーは 12 日のみ

JA長野県ビル●12A/C会議室
長野市南長野北石堂町1177-3 TEL. 026（236）3600
△有料駐車場があります

長岡バイパス

8

ハイブ長岡 ●特別会議室
新潟県長岡市千秋3丁目315-11 TEL. 0258(27)8812
△無料駐車場があります
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『S-B-B認定整備技術者セミナー 2018』 会場案内(2)

金沢
名古屋

9月20日(木) 21日(金)
9月25日(金)

※フォローアップセミナーは 20 日のみ

大阪

9月25日(火) 26日(水)

※フォローアップセミナーは 25 日のみ

桜通
京阪中之島線

地下鉄今池駅

地下鉄谷町線

地下鉄堺筋線

今池

今池ガスビル

本線

京阪

天満橋

北浜

千種
郵便局

「今池」駅
10 番出口

谷町筋

錦通

OMM ビル

大阪城
公園

大阪
府庁

三菱 UFJ 銀行

今池ガスホール●7F A会議室

OMMビル●ホールG

名古屋市千種区今池1-8-8 TEL. 052（732）3211

大阪市中央区大手前1-7-31 TEL. 06(6943)2020

△付近に有料駐車場があります

広島

9月28日(金)

横川駅

新白島駅

△付近に有料駐車場があります

東京

10月1日(月) 2日（火) 3日(水) 5日 (金）

※フォローアップセミナーは 1 日・2 日のみ

広島駅

広島城

バスセンター

平和記念公園

島市文化交流館
(HBG ホール )

県庁

NHK

加古町

市役所前
広島市役所

JMS アステールプラザ

至

押

上

アステールプラザ大会議A●801 - 802会議室

台東区民会館●ホール

広島市中区加古町 4-17 TEL. 082(244)8000

台東区花川戸2丁目 6-5 TEL.03（3843）5391

△有料駐車場があります

△付近に有料駐車場があります

