
2023年度 日本サーフィン連盟公認指導員・サーフィン海上安全指導員資格講習 開催要項 
主催 一般社団法人 日本サーフィン連盟 ／ 共催 一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 

 

受講資格・ 

注意事項 

≪サーフィン海上安全指導員≫  
（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会認定資格 

 

受講日現在で25歳以上であり、以下のいずれかに該当する者 

◼ サーフィンの活動経験が3年以上の者 

◼ 一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会が適当と認めた者 

※サーフィン海上安全指導員の認定は一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興

協会が行います。 

 

 

≪公認指導員≫ 

（一社）日本サーフィン連盟認定資格 

 

受講日現在で25歳以上であり、以下のいずれかに該当する者 

◼ 日本サーフィン連盟公認クラス認定で3級以上を保持している者 

◼ 日本プロサーフィン連盟（JPSA）公認プロ資格を保持している者 

◼ 日本プロフェッショナルボディボーディング連盟（JPBA）公認プロ資格を保持

している者 

◼ 日本サーフィン連盟支部長を経験した者 

◼ 第56回 全日本サーフィン選手権大会（2022年開催）の出場選手 

◼ 日本サーフィン連盟支部長または理事の推薦を受け、事前の書類審査で適当と

認められた者 

※審査ではビギナーサーファーの指導にあたり、十分な技量を有して 

いるかを判断します。 

 

 

＜注意事項＞ 

  下記項目をご了承のうえ、お申し込みくださるようお願いいたします。 

 

◼ 公認指導員講習会のお申込みにあたり、サーフィン海上安全指導員資格をお

持ちでない方は、サーフィン海上安全指導員講習会・公認指導員講習会 両方

の受講が必要です。 

 

◼ 3月12日の実技・試験当日は、マスクの着用が必須です。 

 

◼ 3月12日は、受付に受験票・健康チェック表を提出し、備え付けの消毒液で手

指を消毒してからご入場ください。 

記入のない欄や写真の無貼付など用紙が不完全な場合、受付時の検温で

37.5℃以上の発熱が検知された場合は、いかなる理由があろうとも会場内

に入ることはできません。 

体調不良の際は、ご来場前に会場へお電話ください。 

受講者都合により受験できない場合の返金はいたしかねます。 

当日までの健康管理には十分にご注意ください。 

 

◼ 3月12日は、救急法の実技講習（心肺蘇生法の練習など）があります。平服で

お越しください。スカートやヒールの高い靴はご遠慮願います。 

また、換気のために窓や出入り口を開放いたします。各自防寒対策をお願い

いたします。 

 



VOD講習 

受講期間 

◼ 2023年3月1日（水）～2023年3月7日（火） 

※期間内に3時間程度（4カテゴリー）の動画を視聴いただきます。 

※申込期間終了後にテキスト・受験票・健康チェック表をご送付します。 

VOD講習内容 
※3/12に習熟度

をはかる試験を 

実施します。 

≪サーフィン海上安全指導員 講習≫ 

◼ サーフィン海上安全指導員の業務など 

◼ サーフィン事故の実態と対策 

◼ 安全指導上の留意事項 

◼ 日本沿岸の気象、海象 

≪救急法 短期講習≫ 

◼ 救急法の実施 

≪日本サーフィン連盟公認指導員 講習≫ 

◼ サーフィンに関する一般常識 

◼ サーフィンに関する技術知識 

◼ ルール＆マナー 

◼ 初心者への指導技法 

実技・試験 

開催日時・定員 

◼ 開 催 日：2023 年 3 月 12 日（日） 

◼ 実技・試験時間： 

第1部     8 時 40分 ～ 8 時 50分 受付 

9 時 00分 ～ 11時 00分 救急法実技（120分） 

11時 10分 ～ 11時 55分 サーフィン海上安全指導員試験・ 

NSA公認指導員試験（45分） 

※11時40分以降、終わり次第途中退出可 

 

第2部      12時 20分 ～ 12時 30分 受付 

12時 40分 ～ 14時 40分 救急法実技（120分） 

14時 50分 ～ 15時 35分 サーフィン海上安全指導員試験・ 

NSA公認指導員試験（45分） 

※15時20分以降、終わり次第途中退出可 

 

第3部      16時 00分 ～ 16時 10分 受付 

16時 20分 ～ 18時 20分 救急法実技（120分） 

18時 30分 ～ 19時 15分 サーフィン海上安全指導員試験・ 

NSA公認指導員試験（45分） 

※19時00分以降、終わり次第途中退出可 

◼ 定  員：各回 15 名 

◼ 当日の持ち物：受験票（要写真貼付）・健康チェック表・テキスト・ 

筆記用具・マスク 

会場 

（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会 大会議室 

神奈川県横浜市中区本町4-43 A-PLACE馬車道 3階 

（みなとみらい線 馬車道駅 7番出口） 

緊急連絡先：日本海洋レジャー安全・振興協会 045-228-3066（開催前日まで） 

日本サーフィン連盟 080-3580-8058（開催当日） 

 ※通常のお問い合わせは info@nsa-surf.org までメールください。 

申込期間 

申込書提出・入金〆切：2023 年 2 月 10 日（金） 

※VOD講習用のID登録、受講テキスト及び受験票送付の都合上、 

〆切は厳守のこと。 

※テキスト・受験票・健康チェック表・会場地図をお申し込み後に 

郵送いたします。 



申込方法 

1. NSA ID（NSAマイページ）の作成 

 

公認指導員については2023年度より、従来のプラスチックカードの発行を原則廃

止とし、スマートフォン・PC等で表示できるWEB資格証に移行します。 

講習会のお申込みには、NSA IDが必須となります。NSA IDのご登録と顔写真の

アップロードをお願いいたします。 

参考：NSAマイページについて  マイページ作成・顔写真登録方法 

※NSAの会員等で既にマイページをお持ちの方は、顔写真のみご登録ください。 

 

2.参加申込書のご提出 

 

日本サーフィン連盟公認指導員・サーフィン海上安全指導員 資格取得講習申込書に

必要事項をご入力のうえ、メールにてご提出ください。 

 

＜支部長もしくは理事の推薦で公認指導員講習会に参加される方＞ 

上記の申込書に加え「回答用紙」をご提出ください。 

審査の結果、受講基準に達しないと判断された場合は、申込書類と 

システム利用料を差し引いた受講料をお返しします。 

 

＜サーフィン海上安全指導員資格をすでにお持ちの方＞ 

申込書と共にサーフィン海上安全指導員認定証の画像データも合わせて 

メールにてご提出ください。 

 

メール提出先：info@nsa-surf.org 

（一社）日本サーフィン連盟 安全対策委員会 宛  

※件名に「公認指導員講習申込書」と入力してください。 

※郵送・FAXでの受付は対応いたしかねます。 

 

3.受講料のお支払い 

 

公認指導員講習（サーフィン海上安全指導員講習含む）10,800円 

■公認指導員講習のみ（サーフィン海上安全指導員資格保持者） 8,800円 

 

受講料のお支払いはデジエントリーにて受付いたします。 

デジエントリーのアカウントをお持ちでない方は、 

https://dgent.jp/sankasya-login.aspより新規登録してください。 

※すでにアカウントをお持ちの方も、氏名・住所・電話番号・メールアドレス等のご登

録情報と、申込書の記載内容が同一かを必ずご確認ください。 

 

第1部・第2部・第3部の選択肢から、希望する回を選んで受講料をお支払いいただ

きます。各回とも定員に達した場合は、受付を締め切ります。また、各回ともお申込

み人数が10名に満たない場合は、別の回に振り替えをお願いすることがございま

す。あらかじめご了承ください。 

 

受講料お支払い用URL：https://dgent.jp/e.asp?no=2300027 
※受講料と別にシステム（決済）手数料がかかります。 

 

＜キャンセルについて＞ 

受講料お振込み後、キャンセルの返金は申込期間中のみ対応いたします。 

申込期間を過ぎての返金はできかねます。あらかじめご了承ください。 

 

＜開催中止・変更について＞ 

感染症拡大防止等、主催者事由に関わらない開催の中止や変更があった 

場合は、システム手数料を差し引いて返金とさせていただきます。 

https://www.nsa-surf.org/general/about-mypage/
https://www.nsa-surf.org/license/wp-content/uploads/sites/11/2022/11/mypage_howto.pdf
mailto:info@nsa-surf.org
https://dgent.jp/sankasya-login.asp
https://dgent.jp/e.asp?no=2300027


 

認定手続き 

（試験合格後） 

≪サーフィン海上安全指導員≫ 

（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会での手続きとなります。 

認定料は合格通知到着後にお支払いください。 

【サーフィン海上安全指導員認定料：3,000円】 

≪日本サーフィン連盟 公認指導員≫ 

（一社）日本サーフィン連盟での手続きとなります。 

認定料は合格通知到着後にお支払いください。 

お振込みの確認が取れ次第、NSAマイページに資格証が表示されます。 

【日本サーフィン連盟公認指導員認定料：5,500円】 

資格更新手続き 

（3年後） 

≪サーフィン海上安全指導員≫ 

（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会での手続きとなります。 

有効期限満了前に更新手続きに伴う関係書類が送付されます。 

【サーフィン海上安全指導員更新料：5,000円（3年間有効）】 

≪日本サーフィン連盟 公認指導員≫ 

（一社）日本サーフィン連盟での手続きとなります。 

有効期限満了前に更新手続きに伴う関係書類を送付いたします。 

【日本サーフィン連盟公認指導員更新料：3,300円（3年間有効）】 

 

※更新前に住所が変更になった場合は、必ず事務局までご連絡ください。 

 

 

お問い合わせ先 

一般社団法人 日本サーフィン連盟事務局 

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4-2 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 10F 

E-mail：info@nsa-surf.org 


