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日本サバイバルトレーニングセンター基本理念

※訓練内容の実施項目は、コースによって異なります。　Content may vary between courses.

訓練内容
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

コース
Courses

Safety Induction

Personal Safety and Social Responsibility

Helicopter Safety and Escape

First Aid

Sea Survival

Lifeboat

Fire Prevention and Firefighting

Working at Height

Manual Handling

安全に関する導入

個人の安全と社会的責任

ヘリコプターの安全と脱出

応急処置

シーサバイバル

救命艇

防火と消火

高所作業

マニュアルハンドリング

※NSTCは、日本水産株式会社が100%出資するグループ会社、ニッスイマリン工業株式会社が運営しています。

日本サバイバルトレーニングセンター（以下、NSTC）は、
『事故による人材損失の防止』『国際的取組への対応』
『海洋で働く人材育成』を目的として、地球や海に感謝の心を持ち、
受講して頂いた皆様や社会から満足して頂ける事を基本理念として
訓練に取り組んでいます。

Striving to provide satisfaction for our clients and society, with a gratitude for the sea and earth while aiming for “Offshore 
Workforce Development”, “Preventing Loss of Workforce due to Accidents” and “Responding to International Initiatives”, is 
the core principle of Nippon Survival Training Center (NSTC). 
＊NSTC is operated by NISSUI MARINE KOGYO CO., LTD solely owned by NISSUI.

訓練棟 ・ ニッスイ戸畑ビル
Training Facility ・ NISSUI Tobata BLDG.

NSTCインストラクター NSTC Instructors

NSTC provides training in both Japanese and English by Professional and Qualified 
Trainers. Continuous training and improvement by the entire staff ensures a safe, 
secure and quality training for all delegates.

NSTCでは、日本語だけでなく英語での訓練が行えるように国内外のインストラクターを配置しており、
一定の資格・技術を習得し訓練を提供しています。スタッフは、常に受講者の皆様に
安心・安全に訓練提供をできるよう技術向上に努めています。

BOSIET HUET

OPITO STCW GWO

FOET PSSR PPST FPFF EFA BST
BSTR

詳細については、各コース紹介をご覧ください。
For further details,please see course introduction page.

国際規格コース一覧 International Standard Courses
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NSTCは国際基準を満たすサバイバルトレーニングセンターで、具体的には、洋上サバイバル訓練施設と消火訓練施設に分けられます。
洋上サバイバル訓練施設には、温水設備が整った縦横14メートル深さ5メートルの訓練用プールのある訓練棟と岸壁に救命艇設備があります。
消火訓練施設には、消火訓練・暗所脱出・消火訓練用ヘリデッキ・高所作業訓練を行う設備も整っています。

NSTC’s Survival Training Center meets international standards. Our offshore training facilities are comprised of an indoor 14m×14m and 
5m deep heated pool and two quayside lifeboats. The Firefighting Training Facilities have a Fire Training Ground, Escape Training Facility, 
Heli-deck Firefighting Module and Work at Height Training Facility. 

NSTC訓練施設ご案内 NSTC Training Facilities Guidance

ダビット式救命艇
Lifeboat（Davit System）

フリーフォール式救命艇
Lifeboat（Free Fall System）

ニッスイ戸畑ビル4F
NISSUI Tobata BLDG. 4F

訓練棟
Training Facility

訓練用プール
Training Pool

訓練棟
Training Facility

A : 風車安全教育設備
Work at Height Training Facility

B : 訓練ヤード&スモークルーム
Firefighting and Escape Training 
Facility

洋上サバイバル訓練施設
Offshore Survival Training Facility

消火訓練施設
Firefighting Training Facility

A

B

訓練棟・講義室
Training Facility ・ Lecture Room

救命艇設備
Lifeboat Facility

Lecture rooms

Training Pool

Office
事務所



OPITO (Offshore Petroleum industry Training Organisation) was established for the UK Oil & Gas 
Industry, committed to managing standards in work safety and survival skills for the offshore 
industry. These standards of training are sought after worldwide. Internationally, requirements 
for the OPITO approved training certification is increasing.
In 2011, NSTC received approval as the first OPITO training provider in Japan. 

OPITO認証訓練
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OPITO（Offshore Petroleum Industry Training Organisation）は、作業者のサバイバル・
スキルを向上させる訓練や安全な作業方法の基準を設けるために英国の石油開発業界
が設立した組織です。基準の合理性が評価され、海洋資源開発事業に従事する場合は
OPITO認証訓練施設で訓練を受講することを要求される事例が世界中で急増しており、国
内の一部調査船等においてもすでに国際基準が導入されています。
NSTCは2011年に日本で初めてOPITO認証を取得しています。

■ BOSIET（安全に関する基本訓練）

■ FOET（BOSIET更新訓練）

■ HUET（ヘリコプター水中脱出訓練）

訓練コース Training course

Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training

Further Offshore Emergency Training

Helicopter Underwater Escape Training

Annual audits are conducted by OPITO on our Quality Management, Facility 
Management, Health & Safety Management systems and the competencies 
of our staff. Our center is recognized as one of the top-class, worldwide.

OPITOの監査は、毎年実施されており、品質管理・施設等の衛生管理・各ス
タッフの能力等がチェックされます。監査員からは、世界でもトップクラスの
センターであるというお褒めの言葉を頂きました。

【BOSIETの内容】
洋上作業従事者に対して行うBOSIET講習は、
『安全に関する導入、ヘリコプターの安全と脱
出、緊急時の応急処置、全閉囲型救命艇、シー
サバイバルと避難、消火とセルフレスキュー』な
どで構成されており、安全に関する3日間の基
本訓練を行うコースとなっています。

【BOSIET】
BOSIET for offshore workers consists of “Safety 
Induction, Helicopter Safety and Escape, Sea Survival 
& Evacuation and Firefighting & Self Rescue”.  This is a 
three day basic training course focused on safety and 
emergency response.

シーサバイバル
Sea Survival

救命艇訓練　Lifeboat Training

初期消火　Basic Firefighting

応急処置
First Aid

OPITO Approved Training Courses

3 day

1 day

1 day
ヘリコプターからいかだへの移乗
Surface Evacuation into a Liferaft
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模擬機関室訓練　Training in Engine Room Fire Simulator ホースハンドリング　Hose Handling 検索救助　Search and Rescue

救命艇進水　Lifeboat Launching

STCW条約基本訓練
STCW Bas ic  Safety  Tra in ing

NSTC provides STCW Basic Safety Training, in accordance with STCW (International 
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafares). 
In 2014, NSTC received approval as the first private sector STCW training provider 
in Japan.

STCW条約は「船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条
約」です。NSTCは2014年に日本で初めてSTCW条約基本訓練認証を取得し、
STCW条約に規定される基本訓練を日本海事協会認証訓練として実施して
います。

■ STCW基本訓練

訓練コース Training course

5 day
STCW Basic Safety Training

【STCW基本訓練の内容】
STCW基本訓練は、『個人の安全及び社会的責任、個々の生存技
術、防火と消火、基本応急処置』の内容で構成されています。

【STCW Basic Safety Training】
STCW Training consists of “Personal Safety and Social Responsibility, 
Proficiency in Personal Survival Training, Fire Prevention and Firefighting, 
Elementary First Aid”.

講義　Lecture

シーサバイバル　
Sea Survival
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安全な機器の使用　Safe Use of Equipment

緊急降下　Emergency Descent マニュアルハンドリング講義　
Manual Handling Lecture

移乗訓練　Boat Transfer

梯子上での救助　Rescue from Ladder

GWO (Global Wind Organisation) is an association of Wind Turbine owners and manufacturers 
with the aim of supporting an injury-free work environment in the wind industry.  The training 
has become mandatory for personnel working for many wind turbine companies in Europe and 
growing around the world.  In 2014, NSTC received approval as the first GWO BST training 
provider in Japan.
GWO BST is jointly delivered at the NSTC facilities by BZEE approved Yaskawa Electric 
Engineering Corporation and GWO approved NSTC.  Instructors with hands-on working 
experience on WTGs and offshore survival training specialist collaborate to offer practical 
training for you.

GWO (Global Wind Organisation)は、風力発電設備所有者や風力タービンメーカーな
どから構成される非営利組織で、風力発電業界における安全な作業環境の実現支援を
目的とし、ヨーロッパを中心とする世界中の風力発電施設がGWOの訓練受講を義務化し
ています。
NSTCは、2014年に日本で初めてGWO認証を取得しています。GWO訓練は、BZEE認証の
安川エンジニアリング株式会社とGWO認証のNSTCが共同し、北九州のNSTC訓練施設
で実施します。風力発電施設での経験豊富なインストラクターと、洋上サバイバル訓練の
スペシャリストがコラボレーションし、皆様に実践的な訓練をご提供致します。

【GWO BSTの内容】
風力発電業界の従事者に対して行うBST講習は、『防火と消火、高所作業、マニュアル・
ハンドリング、応急処置、シーサバイバル』の5つのモジュールで構成されており、安全
に関する業界特有の問題や緊急時の対応を習得するための訓練です。訓練の品質維
持とスタンダード順守を確認するために毎年監査を受け、常に品質向上を心がけて訓
練を提供しております。

【GWO BST】
The GWO Basic Safety Training (BST) for personnel working in the wind industry consists of five 
modules, “Fire Awareness, Working at Height, Manual Handling, First Aid and Sea Survival”. It 
aims to build the knowledge and skills needed for the response to emergency situations and 
hazards specific to Wind Turbine Generators.

GWO基本安全訓練
GWO Bas ic  Safety  Tra in ing

■ GWO BST（GWO基本安全訓練）

訓練コース Training course

6 day
GWO Basic Safety Training

■ GWO BSTR（GWO BST更新訓練） 4 day
GWO Basic Safety Training Refresher

ヘリウインチング　Helicopter Winching
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Diving Techniques Training (DTT) is designed for not only commercial diving services but also 
public agency lifesavers. It is consists of theory sessions and practical diving techniques in our 
training pool and at sea. In 2015 NSTC took over Diving Techniques Training from the Japan 
Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC). DTT came from the last 42 years of 
their research and development.

潜水技術研修は、民間の潜水業務従事者だけでなく、公的機関での水難救助隊員等を対
象とした、座学とプール・海での潜水訓練で構成された研修です。42年間にわたり国立研
究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）が研究開発の一環として実施してきた潜水技
術研修を継承するかたちで、2015年より実施しています。

■ 潜水技術研修

■ 潜水技術研修（海洋実習）

■ 潜水業務管理研修

■ 潜水技術研修（警察）

■ 特別指揮官研修（警察）

訓練コース Training course

Diving Techniques Training

Diving Techniques Training （Marine Practical）

Diving Business Management Training

Diving Techniques Training （for Police）

Diving Commander Training （for Police）

5 day

5 day

5 day

5 day

4 day

潜水技術研修
Diving Techniques Training

※潜水技術研修（海洋実習）は、原則、潜水技術研修の受講を前提としております。
※Diving Techniques Training is a prerequisite for Diving Techniques 
　Training (Marine Practical)

【潜水研修の内容】
潜水技術研修は、潜水業務を行う者を対象に潜水に関する知識を習得し、基礎
的技術や様々な環境下を想定した無視界潜水、妨害排除等の対処法を身につ
けることを目的としています。
海洋実習は、潜水技術研修で基礎的な技術を習得後、トラブル対処法の習得、
海域等での不明者や重量物などの捜索活動を想定した技術及び重量物の揚収
技術等の習得を目的としています。
潜水業務管理研修は、潜水作業現場で監督等の業務に従事する者を対象に安
全管理教育を主とし、潜水についての基礎知識の習得を目的としています。

【Diving Techniques Training】
Diving Techniques Training for professional divers consists of the acquisition of 
knowledge on diving, together with the practical techniques of blind diving, 
advanced gear recovery, etc. in consideration of the various environments that the 
diver encounters. The marine practical is followed by Diving Techniques Training 
focused on how to manage troubles during operations and skills related to search and 
rescue as well as salvage techniques.  Diving Business Management Training is 
designed as a safety management course and is recommended for any dive 
operations supervisors to help develop their general knowledge of diving.

高圧環境体験　Hyperbaric Chamber Experience エアステーション　Air Station 妨害排除訓練　Advanced Gear Recovery Training

バディブリージング
Buddy Breathing

様々な潜水器の体験　Experience with various diving gears

機材脱装着　Gear Recovery

様々な入水法　Various water entry



転覆に備える姿勢
Bracing for Impact

転覆機からの水中脱出
Underwater Escape
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This one day course is specially designed for pilots and aircrew. It includes lectures on the safety and hazards of ditching and practical training 
consisting of underwater escape training from both stable and unstable helicopters. Optional scenarios at your request, including the 
setting of performance goals and the use of personal equipment are available （upon prior negotiation）.

パイロットやクルー向けのヘリコプター水中脱出訓練です。ヘリコプターの安全と危険などに関する講義、安定不時着時や不安定不時着時の
水中脱出等の実技を1日で実施します。普段使用している機器の持ち込み、達成度やご要望に合わせた内容の変更実施が可能です（要相談）。

■ ADC（ヘリコプター乗員向け不時着対応訓練）

■ ADE（EBSを使用したADC）

訓練コース Training course

Aircrew Ditching Course

Aircrew Ditching Course including EBS

傷病者搬送を含むウエットエバキュエーション 
Wet Evacuation Casualty Transport

1 day

1 day

ヘリコプター乗員向け不時着対応訓練（ADC/ADE）
Aircrew Ditching Courses （ADC/ADE）

※EBS（非常用呼吸具）：水中からの脱出時間を持続させる為の呼吸具
※EBS（Emergency Breathing System）：Equipment which assists in underwater evacuation.

3 day

4 day

2 day

2.5 day

2.5 day

As an MLIT registered organisation, NSTC provides training in Liferaft and Lifeboat operations 
including a bridging course between the two.

国土交通省の登録施設として、限定救命艇手登録講習、救命艇手同等認定講習、限定救命艇手登録
講習修了証保有者の救命艇手資格への移行講習等を実施しています。

■ 限定救命艇手登録講習

■ 救命艇手同等認定講習

■ 限定救命艇手登録講習修了証保有者の
　 救命艇手資格への移行講習

■ 登録学科講習

■ 登録安全担当者講習

訓練コース Training course

Liferaft Operations Course（a）

Lifeboat Operations Course（b）

Bridging Course from （a） to （b）

Registered Subject （Hazardous Materials Handling） Course

Registered Safety Manager Course

国土交通省認証訓練

限定救命艇手登録講習
Liferaft Operations Course

MLIT*  Approved  Tra in ing  Courses　＊Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan
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朝日航洋株式会社
アジア海洋株式会社
アラビア石油株式会社
イオスエンジニアリング＆サービス株式会社
株式会社インターナショナルメディカルツアー
株式会社エヌエルシー
株式会社エム・イー・エス由良
株式会社オフショア・オペレーション
オリエンタルエアブリッジ株式会社
オールニッポンヘリコプター株式会社
独立行政法人海技教育機構 海技大学校
国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）
川崎重工業株式会社
共栄マリン株式会社
九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所
ケーケーエンジニアリングトレーダーズ株式会社
株式会社神戸製鋼所
五栄土木株式会社
国際石油開発帝石株式会社
国土交通省 航空局

青森県防災航空隊
岩手県防災航空隊
新潟県消防防災航空隊
埼玉県防災航空隊
東京消防庁航空隊
横浜市消防局航空隊

浦添総合病院　　君津中央病院　　山口大学医学部附属病院

静岡県消防防災航空隊
静岡市消防航空隊
浜松市消防航空隊
滋賀県防災航空隊
和歌山県防災航空隊

大阪市消防局航空隊
神戸市消防局航空機動隊
鳥取県消防防災航空隊
島根県防災航空隊
岡山県消防防災航空隊

岡山市消防航空隊
広島県防災航空隊
広島市消防航空隊
山口県消防防災航空隊
高知県消防防災航空隊

北九州市消防航空隊
福岡市消防航空隊
長崎県防災航空隊
熊本県防災消防航空隊
宮崎県防災救急航空隊

株式会社 近藤海事
三造テクノサービス株式会社
株式会社シンコー
神鋼テクノ株式会社
株式会社新星興業
新日鐵住金株式会社
新日鉄住金エンジニアリング株式会社
住鉱資源開発株式会社
石油資源開発株式会社
株式会社テルナイト
テレビ朝日「ナニコレ珍百景」
株式会社電業社機械製作所
東亜建設工業株式会社
東京電制工業株式会社
東洋エンジニアリング株式会社
中日本航空株式会社
日本オイルエンジニアリング株式会社
日本海洋掘削株式会社
日本海洋事業株式会社
日本海洋石油資源開発株式会社

日本水産株式会社
日本放送協会
日本マントル・クエスト株式会社
日本メタンハイドレート調査株式会社
日本郵船株式会社
株式会社パワー アンドコムテック
株式会社ピージーエス・ジャパン
日立住友重機械建機クレーン株式会社
株式会社 日立製作所インフラシステム社
常陸放送設備 株式会社
深田サルベージ建設株式会社
扶桑工業株式会社
株式会社物理計測コンサルタント
株式会社ベッツ
ボルカノ株式会社
本田航空株式会社
株式会社マリン・ワーク・ジャパン
丸紅株式会社
三井海洋開発株式会社
三井石油開発株式会社

三井造船株式会社
三井物産株式会社
三菱重工舶用機械エンジン株式会社
三菱商事株式会社
三菱商事石油開発株式会社
株式会社メディアタウン・ミック
郵船ナブテック株式会社
横河電機株式会社
横河フィールドエンジニアリングサービス株式会社
横浜ゴム株式会社
理研計器株式会社
ロイドレジスターグループリミテッド（ロイド船級協会）
JFEスチール株式会社
JX石油開発株式会社
MiSWACO JAPAN
MPDC Nguma Limited
NTTワールドエンジニアリングマリン株式会社
Petroleum Geo-Services
S.B. Submarine Systems Co., Ltd.
Schlumberger K.K. Nagaoka Branch

受講団体様一覧 Our Customers 

■企業・団体（五十音順）

■消防航空隊（都道府県コード順）

■ドクターヘリ（五十音順）

ご受講の皆様からも高い評価をいただいています。
We receive high praise from delegates

I was very nervous due to my poor swimming skills. 
However, after the training, I realized that the most 
important thing is not to panic and to use the appropriate 
response, not swimming skills. （completed BOSIET）

泳ぐのが苦手であることから、強い不安を感じていましたが、今
回の講習を受講して、最も重要なのは、泳げるか泳げないかで
はなく、パニックにならないこと、適切に対処できることであるこ
とがわかりました。（BOSIET受講）

I have been to many other training centers, and this center 
was excellent regarding health and safety.（completed FOET）

数多くのトレーニングセンターを見てきましたが、安全及び衛生
面に関しては、極めて高レベルでした。（FOET受講）

この訓練は皆に推奨します。外国で訓練を受けた経験がありま
すが、同等もしくは優れていると思いました。（FOET受講）

I can recommend it to anybody, I have done training in 
other places of the world and I can say it is as good on even 
better than others. （completed FOET）

Safety management was sufficient even though one wrong 
move could turn it into a dangerous training.  There are 
many other rescue teams countrywide that have not taken 
the training yet, and I would like to let them know this is a 
great training. （completed ADC/ADE）

少し間違えば、危険な訓練であり、安全管理の面は十分なほど
されていました。全国の防災でも参加していない所があります
ので、チャンスがあれば、素晴らしい訓練ですと伝えたいと思い
ます。（ADC/ADE受講者）
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