
次回の

2021年度

1/31(日)

12月末までに修了

QBNマルチランゲージキットバンドル
(PIN96729)をご購入ください。
※キッシーズにて販売しております。
※オンライン受験をする同所属会社が
既に購入されている場合はオンラインのみ。
※取得には約１ヶ月ほどかかります。

会場は
東京

大田区産業プラザ
(予定)①QBNの取得

③2月中旬予定

：

②1月中旬頃予定 CBA実技試験準備基礎講習
こちらの講習は任意ですが受講をお薦めいたします。
※受講資格として上記のQBNのオンラインテストを
　12月中に全て終了している必要があります。

(詳細分かり次第ホームページ上にてご案内致します。)

※



 
 
 
 
 
 

 
バルーン·プロフェッショナルの皆様へ 

『ワールドワイド教育プログラムーQBN』について 
 
 

 
【Qualatex(クオラテックス)】ブランドメーカーである PIONEER BALLOON 
COMPANY（パイオニアバルーンカンパニー）によって組織された QBN 会員 
メンバーになるには。 
 

◆ #96729 QBN Multi-language Kit Bundle（QBN マルチランゲージキットバンドル）を  
クオラテックス代理店より購入します。同所属会社が既に QBN メンバーで同キットを 
ご購入されている場合は、オンラインテストのみご購入となります。
https://p.widencdn.net/mnctgw/Professional-Resources-Order-Form 
 

◆ QBN Multi-language Kit Bundle（QBN マルチランゲージキットバンドル）箱に入ってい

る案内のリンクより、QBN キットの登録をします。登録の際は、ローマ字にて記入して

ください。（Date Business was founded 創業日記入例：2014 年 02 月 14 日は、02/14/14
とご記入ください） 

◆ ご登録後、QBN Online Testing Center(QBN テストセンター)より QBN 登録ナンバー及

びテストにアクセスできる確認メイルが届きます。  
◆ QBN Balloon Basics(QBN バルーンベーシック)をオンラインの QBN Testing Center で 

受験し、80%以上の成績を収めると、全世界 6,000 人以上から成る QBN メンバーの一員

となります。 
◆ 全３つのオンラインテストを全て終了された方は、CBA 取得（世界に 3,000 人以上）の 

検定試験受験資格が得られます。  
 
 
【Qualatex Balloon Nextwork(クオラテックス·バルーン·ネットワーク) QBN とは】 

 
QBN の目的は高い技術の訓練ではなく、国際的に通用するバルーン·デコレーションの共通基準

の設定にあります。ベテランの方には公認資格（CBA：Certified Balloon Artist）のための知識

や技術を QBN で再認識、初心者の方には基本的な知識や技術の習得とご活用方法は様々です。

QBN は世界のバルーン業界をリードするプロフェッショナルによって実証されており、その  
知識と技術をお伝えするのがこのプログラムの主旨となります。QBN はクオラテックス商品を 
特徴とする付加価値あるバルーンデザインを提供するビジネスを支援します。QBN メンバーは、

バルーンデコレーション及びブーケ製作に優れることを追求し、模範となるビジネスの営み、  
教育を継続し、バルーンはユニークな形でのコミュニケーション手段であるという信念を広める

ことに常に勤めます。また、その高品質の商品とプロ意識の高いサービスと優れた価値をお客様

に提供します。さらに、付加価値のあるバルーンデザインを特徴とするビジネスの将来の成功の

基盤を伴います。 
 
 
 



 
 
 
QBN の主な特権：DVD での総合トレーニングに加え、以下の特権があります。 
 
*デザインアイデアを提案する、https://japan.qualatex.com/ja/ の“インスピレーション”ページ

画像や“マガジン” の“バルーンイメージズ”インストラクションシートの無料ダウンロード 
*World Balloon Convention 等、パイオニアバルーン主催のコンベンションでのレジストレーシ

ョン料金の QBN ディスカウント 
* Balloon Pro Finder（バルーンデコレーター・アーティスト検索サイト）での照会  
* Pioneer® Balloon Company ニュースレター配信にて、いち早く新商品等の情報を取得  
* QBN Qualatex Balloon Network Facebook Group へのアクセス 
* QBN ピン、QBN メンバー証書、QBN メンバーカード取得 
 
 

【Certified Balloon Artist （世界公認バルーンアーティスト）CBA とは】 
 
CBA は、以下を全て終了したバルーンプロフェッショナルです。  
 
*QBN Balloon Basics(QBN バルーンベーシック), QBN Balloon Deliveries & Bouquets(QBN バルー

ンデリバリー＆ブーケ),QBN Balloon Decor(QBN バルーンデコー)全てのテストで 80％以上の 
スコアをクリアし、4 時間に及ぶ実技試験で 80％以上の成績を収めた方。 
 
CBA の主な特権：DVD での総合トレーニングに加え、以下の特権があります。  
 
* Balloon Pro Finder での照会 
*WBC 等、パイオニアバルーン主催のコンベンションでのレジストレーション料金の CBA 
  ディスカウント適用 
*CBA ピン&CBA 証書取得 
 

 
 

【CBA 実技試験受験資格】 
 

１． CBA 実技試験は、事業体に所属していない方でも受験が可能です。 

QBN メンバーは事業体毎のご登録ですので、事業体に所属がない場合、“Balloon Pro 

Finder（バルーンプロファインダー）”へ QBN メンバーとして掲載されない場合がありま

す。CBA のお名前は、個人毎に登録されます。 

２． CBA 実技検定試験を受験されるには、受験１ヶ月前までに各 3段階のカリキュラムをオン

ライン試験で全て終了（80%以上）していることが必修です。 

 

 

3 段階のカリキュラムは以下の通りです。 
 
Ⅰ. QBN Balloon Basics(QBN バルーンベーシック) 

  バルーン·ビジネスの基本修得：バルーンについて、膨らまし方＆結び方等バルーン 

プロフェッショナルとしての基本的な知識の修得、バルーンブーケについて、バルーン 

ビジネス経営（価格設定から販売まで） 

Ⅱ. QBN Balloon Deliveries & Bouquets(QBN バルーンデリバリー＆ブーケ) 

  バルーン·デリバリーとブーケ：ビジネス、デリバリー（配達）、デザインの法則と 



  要素、市場戦略と販売 

Ⅲ. QBN Balloon Decor(QBN バルーンデコー) 

  バルーン装飾：ルームデコレーション（デザインの理解）、テーブルデコレーション、 

  販売戦略とバルーンデコレーションの販売 
 

３． 上記の認定オンライン試験で全て 80%以上の成績を収めますと、CBA 取得のための実技検

定試験の受験資格が得られます。４時間に及ぶ検定試験内容は、５色５ツ組クラスター、

２種類のデリバリー·ブーケ（指定１種及びオリジナル１種）、１種類のオリジナルアレ

ンジメント作製、指定バルーンフラワー作成、テグスの結び方実演、専門知識が問われる

口頭試験となります。また、価格設定表付４枚のクラッシックデコレーションを作成し、

その写真をご提出ください。 
 

 
 

 
 
 

【CBA 実技試験のお申し込み】 
 
① 以下の申し込み用紙にお名前、事業所名、住所、電話、メイルアドレス、 

ファックス番号をご記入ください。 

② セミナー受講料と全試験受講料込み、お一人様$300 をお支払いください。 

③ 事業体の所有又はそこに所属している証明書とお申し込み書をパイオニアバル

ーン·カンパニー（大野）tamamio@pioneerballoon.com までお送りください。   

証明書となる例：代理店からのご購入の際のレシート（日付を含んでいるも

の）や事業体の名刺など。2021 月年度の申し込み締切日は 1 月 31 日（日）です。 

 

 

④ 価格設定表付４枚（同デザインの２枚提出は不可）のクラシック·デコレーショ

ン 写真（高画質）を 2 月 10 日（月）までに、パイオニアバルーン·カンパニー、

大野、tamamio@pioneerballoon.com までお送りください。 

 

⑤ CBA 実技試験を受験し、合格した方には CBA 認定証が発行されます。 

 

 

 

2021 年度 CBA 実技検定試験開催 
 

日時：2020 年 2 月 15 日（月）  
 

                 場所：大田区産業プラザ  
 

                 www.pio-ota.net/ 
 

 

 



 
 
 

 
 

【2021 年度 CBA 実技試験申込書】 
 

 
お名前、事業体名、ご住所にはフリガナをお願い致します。  
 
受講者名：______________________________________________ 
 
 
事業者名：_________________________________    事業者有·運営者名：_____________________ 
 
     〒_____________ 
 
 
事業体住所：__________________________________________________________________________ 
 
電話番号：____________________  ファックス番号：__________________________ 
 
個人 E-mail アドレス_______________________________________ 
（CBA データに記録されますので、パソコン用アドレスのみ） 
 
 
◆お支払い方法  ▼クレジットカードによるお支払い （Visa 又は Master Card のみ）  

            □VISA  □Master Card 
 
   カード名義__________________________  有効期限___________________ 
          （ローマ字）              (例:2020 年 10 月→10/20) 
    
   カード番号_____________________________________________ 
                                        （16 桁） 
                                    

▼ 銀行振込によるお支払い（送金サービス手数料はご負担願います）  
 
銀行名： KeyBank National Association 2025, Ontario Street 
                    Cleveland, Ohio 44115, USA 
支店番号：(ABA)041001039 
口座名義：PIONEER BALLOON COMPANY 
口座番号：2100255462 
 
   

 
お支払い金額： $300/（お一人様） 

    受講人数：_____名様、計＄___________ 



2020 年 12 月 24 日 

QBN メンバーの皆様へ 

2021 年度ＣＢＡ実技試験準備基礎講習のご案内 

平素より、クオラテックス商品のご愛用ありがとうございます。 
QBN メンバーの方々にお知らせです。 
2021 年 2 月にＣＢＡ実技試験の開催を予定しております。実技試験の再試験を受験さ

れる方、2020 年 12 月中までに QBN オンラインテストを全て終了されている方で、来

年度始めて受験又は再受験の方々を対象に、2021 年 1 月にＣＢＡ実技試験に備えて講

習を開催します。（必修ではございません）会場予約の都合上、日時が決定しましたら

改めてお知らせ致します。この講習では、実技試験で知っておかなければいけない事項

やテクニック、バルーンや装飾に関する基礎知識を学ぶと共に、ヘリウムやバルーンの

計算方式、プロのバールーンアーティストとしての心得や知識等を習得します。 
また、受験に関するご質問等にもお答え致します。 
尚、受講をご予定でオンラインテストを終了されていない方は、予めご連絡ください。 

日時：2021 年 1 月 19 日（火） 
時間：10：00 開始～16：00 までに終了を予定しております。 
受付：12 月 31 日締め切り 
場所：東京都大田区、大田区民プラザ  
https://www.ota-bunka.or.jp/facilities/plaza/tabid/155/Default.aspx 

講習料：US＄100.00 
受講資格：12 月末までに全ての QBN オンラインテストを終了されている方 

**各オンラインテスト採点には時間を要しますので、早めに全てのテストを 
 完了させて下さい。 

締め切り日：2021 年 1 月 8 日（金）、定員になり次第締め切らせて頂きます。  
申込先： パイオニアバルーンカンパニー 大野  tamamio@pioneerballoon.com 

皆様の受講をお待ちしております。 

パイオニアバルーン•カンパニー 
本社：国際部 
大野珠美 E-mail: tamamio@pioneerballoon.com



【2021 年度 CBA 実技試験準備基礎講習】申込書 

お名前、事業体名、ご住所にはフリガナをお願い致します。 

受講者名：_________________________________ QBN ナンバー：＿＿＿＿＿＿＿＿ 

事業者名：_________________________________   

事業者有·運営者名：_____________________ 

   〒_____________ 

事業体住所：  

 _____________________________________________________________ 

電話番号：____________________＿  ファックス番号：________________________ 

個人 E-mail アドレス_______________________________________ 

（CBA データに記録されます、携帯メールアドレス以外のアドレス） 

◆お支払い方法

▼クレジットカードによるお支払い  □VISA 又は □Master Card 

カード名義__________________________  有効期限___________________

（ローマ字） (例:2018 年 8 月→08/18) 

カード番号_____________________________________________

 （16 桁） 

セキュリティ番号：＿＿＿＿＿＿＿（カード裏下三桁）

▼銀行振込によるお支払い（送金サービス手数料はご負担願います）

銀行名： KeyBank National Association 2025, Ontario Street 

   Cleveland, Ohio 44115, USA 

支店番号：(ABA)041001039 

口座名義：PIONEER BALLOON COMPANY 

口座番号：2100255462 

お支払い金額：$100/（お一人様） 

受講人数：_____名様、計＄___________ 
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