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ＪＡＢＭＥＥ ＣＰＤ 

「ＣＰＤ情報システム」ご利用についてのＱ＆Ａ 

 

 

ログインのユーザーID、パスワードが分からない。 ・・・1 

CPD 情報システムの操作マニュアルを確認したい。 ・・・2 

当協会会誌「建築設備士」の購読はどのように入力すればいいのですか。 ・・・3 

他団体の機関誌の購読等はどのように入力すればいいのですか。 ・・・4 

講習会や見学会はどのように入力すればいいのですか。 ・・・5 

委員会活動はどのように入力すればいいのですか。 ・・・6 

講師はどのように入力すればいいのですか。 ・・・7 

認定プログラムを受講した場合の実績申請はどのようにすればいいですか。 ・・・8 

JABMEE CPD の取得単位数を知りたいのですが、どこで確認できますか。 ・・・8 

CPD の実績証明書の発行手続きについて知りたい。 ・・・9 

 

 

 

一般社団法人 建築設備技術者協会（ＪＡＢＭＥＥ） 

東京都港区新橋６－９－６ １２東洋海事ビル 

電話 03-5408-0063  info@jabmee.or.jp 
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  ログイン 

Q．ログインのユーザーID、パスワードが分からない。 

A．当協会にお問い合わせいただくか、または、操作マニュアル「ログインパスワードを忘れたとき」（次

頁参照）に従って設定して下さい。 

（ユーザーＩＤは、ＪＡＢＭＥＥ ＣＰＤ参加証カードに記載されている「ＣＰＤ ＩＤ」になります。） 

 

CPD 情報システム URL  ：https://jaeic-cpd.jp/login_user.php 
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  使用方法・マニュアル 

Q．CPD 情報システムの操作マニュアルを確認したい。 

A．下記のサイトをご参照ください。 

 

使用方法・操作マニュアルに関する URL  ：http://www.jaeic.or.jp/cpdsystem.htm 

（公益財団法人 建築技術教育普及センター） 

 

下記の事項を確認いただけます。 

・認定プログラム一覧を見るには 

・取得単位数を確認するには 

・メールアドレスを登録・変更するには 

・ログインパスワードを忘れたとき 

・ログインパスワードを変更するには 

・自己申請するには 

・自己申請内容を修正・削除するには 
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コンテンツの入力方法 

自己学習型 専門書誌等購読 

Q．当協会会誌「建築設備士」の購読はどのように入力すればいいのですか。 

A．当協会会誌「建築設備士」につきましては、購読した号ごとに修得内容欄に設問（会誌巻末）の回答

をいただくか、またはレポート（180～200 字）をご記入ください。 

 
（入力例） 

プログラム名：会誌購読「建築設備士」200X．X 月号 
主  催：（社）建築設備技術者協会 
内  容：設問回答：Q1．１、Q2．３、Q3．１  または レポート：（180～200 字） 
修得内容：  同  上 
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自己学習型 専門書誌等購読 

Q．他団体の機関誌の購読等はどのように入力すればいいのですか。 

A．他団体の機関誌等につきましては、購読した号ごとにご入力下さい。また、各号について内容およ

び修得内容（180～200 字）をご記入下さい。 

 
（入力例） 

プログラム名：機関誌「○○○設備」．X 月号 
主  催：（公社）○○○学会 
内  容：特集「建築設備と環境」 
修得内容：建物の設計施工時における省エネ・省資源・環境配慮・長寿社会対応など、環境対応への技術、手法を学習した。環境

問題やエネルギー問題などに対応したこれからの建築や建築設備のあり方について根本から理解しやすい構成となっ

ており、これからの技術開発の進むべき方向を視野に収めながら、実務上のキーワードにより易しく解説されて、設計

施工時の環境共生技術がよく理解できた。 
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参加学習型 講習会・見学会 

Q．講習会や見学会はどのように入力すればいいのですか。 

A．講習会や見学会につきましては、参加された会ごとにご入力下さい。まとめて入力されますと、単位

認定されない場合がございます。また、内容、修得内容（180～200 字）をご記入下さい。 

 

なお、「認定プログラム」以外の講習会・見学会についてのみ入力をお願いいたします。「認定プログ

ラム」は、出席者名簿にＩＤ等を記入することで、登録されます（本紙 9 頁「認定プログラム」参照）。 

 
（入力例） 

プログラム名：講習会「医療建築の 新技術と実例」 
主  催：（社）△△△△△△学会 ○○支部 
内  容：地域医療で核となる病院の建て替えが活発化するなかで、社会環境からの要請に対応すべくさまざまな設備が導入され

ている。地震などの災害に対する事業継続計画、IT 化、医療関連感染、低炭素社会に向けた省エネ、空調設備や BCP・

防災対策など、医療建築における設備の 新動向と建築設備の実際について学ぶ。 

修得内容：本講習は、病院の建築設備の 新技術の動向と事例を学ぶ内容となっていた。特に、医療業務の継続を目的として建物

自体の安全性を高め、上下水道や電気などのインフラ復旧まで自立できるように計画された××××病院の事例は、災

害に応じた段階的な機能維持システムの提案であり、非常に興味深かった。 
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情報提供型 委員会 

Q．委員会活動はどのように入力すればいいのですか。 

A．委員会活動につきましては、出席された会ごとにご入力下さい。まとめて入力されますと、単位認定

されない場合がございます。 

 
（入力例） 
プログラム名：委員会「平成○年度 第 X 回○×運営委員会」 
主  催：（社）○○○○学会 ××支部 
内  容：○○についての協議、対応。 
修得内容：   同  上 
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情報提供型 講師 

Q．講師はどのように入力すればいいのですか。 

A．講師につきましては、講師を担当された会ごとにご入力下さい。まとめて入力されますと、単位認定

されない場合がございます。また、内容および修得内容（180～200 字）をご記入下さい。 

 
（入力例） 

プログラム名：講習会「建築設備技術者のための講習会」  
主  催：（社）○○○学会 
内  容：建築設備士をはじめとする建築設備技術者や建築士を対象とし、建築設備の新技術の動向および導入事例、建築設備関

連法規、建築設備に関する事故例と対策などを、分野ごとに講義を行う。 

 
修得内容：空調設備分野の講義を担当し、環境配慮型空調設備の設計、顕熱、潜熱分離空調、エネルギーシミュレーションの 前

線、先端設計技術など、空調設備の新技術と事例について解説した。 
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認定プログラム 

 

Q．認定プログラムを受講した場合の実績申請はどのようにすればいいですか。 

A．認定プログラムについては、講習会等開催時に受付に設置されている「出席者名簿」に『ＣＰＤ ＩＤ』

および『氏名（カタカナ）』をご記入頂くことで登録されます。ＣＰＤ情報システムによる自己申請の必要

はございません。 

 

（出席者名簿へのご記入がない場合、またはユーザーＩＤ等に誤りがある場合には登録されませんので

ご注意ください）。 

 
 

単位・実績証明書 

 

Q．JABMEE CPD の取得単位数を知りたいのですが、どこで確認できますか。 

A．「ＣＰＤ情報システム」にログイン後、参加制度別取得単位「建築設備技術者協会（JABMEE CPD）」 

 欄にてご確認いただけます。 
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Q．CPD の実績証明書の発行手続きについて知りたい。 

A．CPD 実績証明書は、CPD 制度（下記）により、内容および発行元等が異なります。証明書の活用先

（行政機関等）にご確認のうえ、各発行元に発行手続きを行ってください。 

 

■建築 CPD 情報提供制度（建築設備士 CPD 協議会制度を含む） 

対 象：建築 CPD 情報提供制度に参加している建築士、建築設備士、建築施工管理技士 

発行元：建築 CPD 運営会議 

対象内容：認定プログラムのみ 

手続き：所定の申請書にて申請ください。詳細については、発行元までお問い合わせください。 

費 用：一名につき 515 円（消費税込） 

 

 

 

 

 

 

 

■JABMEE CPD 制度 

対 象：JABMEE CPD 参加者全て 

発行元：（一社）建築設備技術者協会 

対象内容：認定プログラムおよび自己申請 

手続き：所定の申請書（協会ホームページよりダウンロードできます。）にて申請ください。 

費 用：協会会員 一通につき    500 円（消費税込） 

協会会員外 一通につき 1,000 円（消費税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

発 行 

公益財団法人 建築技術教育普及センター 

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 3-6 紀尾井町パークビル

電話 03-6261-3310 

発 行 

一般社団法人 建築設備技術者協会（JABMEE） 

東京都港区新橋 6-9-6 12 東洋海事ビル 

電話 03-5408-0063  info@jabmee.or.jp 


