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平成２９年度ＳＢＭ＜スポーツバイクメカニック＞講座 

開 催 報 告 

 

 

 

自転車販売店を対象にした中～上級レベルのこの講座は、油圧ディスクブレーキやサスペンション、ベアリング等

のスポーツバイク各部の整備に特化した実技を含む講習と、工具やケミカルの基礎知識、持込修理の対応、失敗

事例検討のパネルディスカッション、日本におけるスポーツバイク進化の歴史など幅広い内容で構成された座学形

式の講習から成る２日間の講座となっています。また２日目の午後から修了検定（筆記、実技）を実施しました。 

内容と合格率については下記の通りとなっています。 

 

＜東京＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■日 程  ：２０１７年６月２７日（火）～２８日（水） 

■場 所  ：飯田橋レインボービル（東京都新宿区） 

■試験結果：９名合格（３７名受験、合格率約２４％） 

■内 容 

講習内容 講 師 所 属 

油圧ディスクブレーキの基礎知識と 

店舗でのメンテナンス作業 
秋吉 健 キャノンデール・ジャパン 

フロントサスペンションの基礎知識と 

店舗でのメンテナンス作業 
山路 篤 ドゥロワー 

ベアリングの基礎知識と 

店舗でのメンテナンス作業 
白倉 寛司 グルーヴィー・インターナショナル 

ロードバイクの持込修理作業を考察する 
永井 孝樹 

沖   コースケ 

ポジティーボ 

オキドキライフスタイル 

メカニックあるある討論会 

～失敗から何を学ぶか？～ 

永井 隆正 

大竹 雅一 

藤原 冨美男 

榎本 真弥 

ＫＯＯＷＨＯ 

マウンテンバイクショップオオタケ 

ＪＣＦ強化スタッフ 

エノモト自転車店 

トルク管理の基礎知識とトルクレンチについて 高木 英希 東日製作所 

ケミカルの基礎知識と店舗でのメンテナンス作業 岡田 裕二 和光ケミカル 

  

 

ＳＢＭ養成講座 

http://www.cannondale.com/ja-JP/Japan
http://www.openadrawer.com/
http://www.groovyint.com/bicycle/
http://www.positivo.jp/
http://okidoki.life.coocan.jp/
http://www.koowho.com/
http://mtb-otake.seesaa.net/
https://blog.goo.ne.jp/enochs-bike_1970
https://www.tohnichi.co.jp/
http://www.wako-chemical.co.jp/


＜大阪＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■日 程  ：２０１８年２月６日（火）～７日（水） 

■場 所  ：堺市産業振興センター（大阪府堺市） 

■試験結果：２０名合格（３９名受験、合格率約５１％） 

■内 容 

講習内容 講 師 所 属 

油圧ディスクブレーキの取り扱い 秋吉 健 キャノンデール・ジャパン 

サスペンションフォークの取り扱い 山路 篤 ドゥロワー 

ＭＴＢ修理作業のケース別対処法 
大竹 雅一 

榎本 真弥 

マウンテンバイクショップオオタケ 

エノモト自転車店 

ロードバイク修理作業の効果的原因究明 
永井 孝樹 

沖   コースケ 

ポジティーボ 

オキドキライフスタイル 

スポーツバイク業界史の変遷と未来予想 内藤 常美 新家工業 

トルク管理とトルクレンチの取り扱い 高木 英希 東日製作所 

実践的ベアリングメンテナンス 白倉 寛司 グルーヴィー・インターナショナル 

 

  

  

http://www.cannondale.com/ja-JP/Japan
http://www.openadrawer.com/
http://mtb-otake.seesaa.net/
https://blog.goo.ne.jp/enochs-bike_1970
http://www.positivo.jp/
http://okidoki.life.coocan.jp/
http://www.araya-kk.co.jp/
https://www.tohnichi.co.jp/
http://www.groovyint.com/bicycle/


 

 

 自転車販売店または業界への就職を目指す方を対象にした初～中級レベルのこの講座は「ロードバイク七分組

み」、「ＭＴＢメンテナンス」、「ホイール組み」の３コースで構成されています。参加者１人に１式機材を準備し、朝か

ら夕方まで徹底的に実技作業を行う内容となっています。おおよそ受講生２人を講師１人が担当するので、ほぼマ

ンツーマンで指導を受けられるのが大きな特徴です。 

 

＜東京＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■日 程：①２０１７年６月１４日（水）、②２０１７年１２月６日（水） 

■場 所：日本車両検査協会（東京都北区） 

■内 容 

コース 講 師 所 属 

ロードバイク七分組み 
鈴木 啓之 

高橋 巧 

鳴木屋輪店 

タカハシサイクル宮地店 

ＭＴＢメンテナンス 
永井 隆正 

福島 秀介 

ＫＯＯＷＨＯ 

ＢＩＫＥ＆ＴＥＣＨ 

ホイール組み 押鴨 和範 サイクルショップオシガモ 

 

＜大阪＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■日 程：①２０１７年１１月１５日（水）、②２０１８年１月１７日（水） 

■場 所：堺市産業振興センター（大阪府堺市） 

■内 容 

コース 講 師 所 属 

ロードバイク七分組み 
沖   コースケ 

宮田 栄一郎 

オキドキライフスタイル 

ワコー 

ＭＴＢメンテナンス 
安達 琢也 

白井 三善 

マルイ 

Ｇｌｏｃａｌ ｂｉｋｅ 

ホイール組み 河村 憲一郎 ＢｉｋｅＷｏｒｋｓ回転木馬 

 

  

ＳＢＭ基礎講座 

http://narukiya.jp/
https://www.takahashi-cycle.com/
http://www.koowho.com/
http://www.cs-y.com/
http://oshigamo.com/
http://okidoki.life.coocan.jp/
http://www.topeak.jp/
http://www.glocal-bike.jp/
http://www.kaitenmokuba.none.or.jp/


 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 自転車販売店または業界への就職を目指す方を対象にした初級レベルのこの講座は、お客様への提案から納

車まで一連の販売店業務を学ぶ座学形式の講座となっています。クロスバイクの定義から始まり、お客様への提案、

メーカー発注、組立調整、引渡し、アフターフォロー等を実際の講師店舗での実例を交えて解説。具体的な業務内

容から販売店としての心構えまで、自転車販売店業務の基礎部分を学びます。 

 

＜東京＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■日 程：２０１７年７月２６日（水） 

■場 所：日本車両検査協会（東京都北区） 

■内 容 

講 師 所 属 

榎本 真弥 

福島 秀介 

エノモト自転車店 

ＢＩＫＥ＆ＴＥＣＨ 

 

＜大阪＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■日 程：２０１７年８月３０日（水） 

■場 所：堺市産業振興センター（大阪府堺市） 

■内 容 

講 師 所 属 

河村 憲一郎 

松川 雅信 

ＢｉｋｅＷｏｒｋｓ回転木馬 

ｃｙｃｌｅｓｔｙｌｅｓｈｏｐＴＩＦＡＲＥ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ＳＢＭ入門講座（１日コース） 

https://blog.goo.ne.jp/enochs-bike_1970
http://www.cs-y.com/
http://www.kaitenmokuba.none.or.jp/
http://tifare.info/


 

 

 学生、社会人、シニア、自転車販売店の方など幅広い方が受講可能なこの講座は、プレミアムフライデーの 

夜１８：３０から２時間、東京駅前で開催された座学形式の講座となっています。室内でも出来る水を使わない洗車

方法、２台目購入のポイント、愛車のチューンナップ、タイヤの選び方やチューブ交換、サイクリストのための栄養学

など、一般のサイクリストにとって役に立つ知識や技術を学べる内容となっています。 

 

■日 程：①２０１７年７月２８日（金）、②２０１７年８月２５日（金）、③２０１７年９月２９日（金）、 

④２０１７年１０月２７日（金） 

■場 所：鉄鋼ビルディング（東京都中央区） 

■内 容 

 講習内容 講 師 所 属 

① タイヤの基本とパンク修理 山田 浩志 井上ゴム工業 

② ここまで出来る！愛車のチューンナップ 菊地 武洋 自転車ジャーナリスト 

③ プロが教える自転車お手入れ方法 
山内 智也 

山本 兆 
和光ケミカル 

④ サイクリストの栄養学 案浦 美保代 明治 

 

  

  

 

ＳＢＭ入門講座（夜間コース） 

http://www.irc-tire.com/ja/bc/company/
http://www.wako-chemical.co.jp/
http://www.meiji.co.jp/


 

 

 前記本来のＳＢＭ講座以外にも、自転車組合主催の組合員を対象にした研修会運営協力、自転車専門学校へ

の講師派遣、サイクルモードインターナショナルにおける来場者（自転車販売店限定）向けのメンテナンスセミナー

の実施と、多方面でメンテナンス技術の啓発活動を実施しました。 

当協会への出張講座、講師派遣依頼については、こちらよりお問合せ可能となっております。 

 

  

  

  

 

◇◆◇◆◇◆◇◆本件に関するお問い合わせ◇◆◇◆◇◆◇◆ 

（一財）自転車産業振興協会 事業部 神田/伊崎 

TEL：03-6409-6461 Mail：mechanic@jbpi.or.jp 

ＳＢＭ専用ホームページ 

その他の活動 

https://www.sbm-mechanic.jp/inquiry.html
mailto:mechanic@jbpi.or.jp
https://www.sbm-mechanic.jp/

