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【 経営理念 ～流れる水の如く～ 】 

ご挨拶／経営ビジョン 

「ユニーク・カンパニー」を目指して 

私たちピステ株式会社は、スキー用具のメンテナンスに始まり、 
レンタルスキーの運営、各種スキー競技大会の運営、異業種の 
イベント業務の委託など、エンドユーザーへのサービス提供に 
おいて、そのノウハウを磨きこんだ他に類をみない独創的企業 
です。 
 
これからも変動する市場やお客様の要求をいち早くキャッチし柔軟にサービスや体制を変化できる強い 
前向き思考の経営を心掛けていきます。 
 
そして、「ピステ」で働くすべての従業員の明るく健やかな生活が実現できるよう、我社がお客様に 
頼りにされる強い存在＝「ユニーク・カンパニー」を目指していきます。 

 「水（川）」の流れは、常に一定の形状を持たず、客観的な状況に 
対応し、その形態を変えながらも淀むことなく常に流れ続ける。 
ある時は、静かに流れ万物を育み、ある時は激しい流れとなって 
岩をも動かす。 
 このように様々な形態の変化を繰り返しながら、やがて大きな流れへと 
成長し、大海へと注ぐ。 
 
 まさに「兵の形は水を象る」と古人が表すように、 
経営も同じく変転する事業環境、客観情勢の中において、ときに応じて 
原理・原則を運用し、変幻自在に戦略を変えながら、淀むことなく、 
たゆまぬ成長を図るものと信念する。 



2015年 我社の事業観 

～「生きる」ことに喜び、「生かされる」ことに感謝～ 
未曾有の災害から4年余が経過し、いまもなお、その爪痕が多くの人の生活と心に 
拭いようのない「痛み」を与え続けている今日 
我社に何ができ、我社が何をすべきなのか 
世界観や人生観さえ覆させられるような思いの中、模索し続けてまいりました。 
 
人は、生きていく限り「豊かに行きたい」という本能において 
恒産を求め働き、会社はそれら多くの人々の労働力において営利活動を行います。 
 

そこで我社が導き出したことは 
決して自粛することなく、立ち止まることもなく 
正当な事業活動のもと営利を追求し 
まず「我社が豊かになること」から始めるということです。 
 
個々に生まれてきたことに意味があるように 
我社が存在する限り、社会的な意味を有するのだと考えたのです。 
 
事業の規模・種類によって、その社会的ポジションと貢献度は違いますが 
必ずその存在には、意味と理由があると確信したのです。 
 

ただし、一つだけ欠いてはならないこととして 
ヒトは、外部との接触を避けて独自で存在することはできず 
自分を取り巻く環境に「生かされている」ということを感じ続けるという「彼我との調和」の精神です。 
 
「生きる」ことに喜び、「生かされる」ことに感謝する。 
「生きる」という自主性を強く持ち、精一杯、積極に日々を歩む。 
「生かされている」という客観性を常に持ち、謙虚と感謝の精神を育む。 
そして、明るく豊かで和やかな未来を創造し続けることこそが 
現在（いま）を生きる私たちの天命と信念して活動してまいります。 



長期戦略 

スキー用品の 
 

メンテナンス事業を 
 

統合した市場へ展開 

スポーツ用品全般の 
 

メンテナンス事業へ展開 

GOLF 

TENNIS 

Outdoor 

Surfing 

Ventilation 

SKI 

SNOW 
BOARD 

業態糾合によるニーズの喚起 
ピステの長期戦略は、ひとつの「メンテナンス業者」としてではなく、スキー業界において 
「メーカー」「リテール」「専門業者」「任意団体等」により個々に営まれていた「修理」 
「アフターサービス」そしてリセール（中古）を糾合し、市場に潜在化しているニーズに 
ベンチレーション（ventilation）作用を喚起させることを目指します。 



会社概要 

■代表者 小池浩一 

■社名 ピステ株式会社 

■本店所在地 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-6-10 MOビル502号 

■千葉支店 千葉サービスセンター ／ 〒285-0801 千葉県佐倉市木野子163  

■資本金 10,000,000円 

■設立 2008年9月 

■事業内容 1) スポーツ用品の販売、修理、製造 
2) スポーツ用品のレンタル業および関連商品の開発販売 
3) イベント等の企画、制作、実施運営業務 
4) 古物商品（物品）の販売業／東京都公安委員会 第301020906601 
5) 飲食業 
6) 経営コンサルタント業 

■主要取引先 株式会社ヴィクトリア、株式会社ゼビオ、株式会社ヤマノホールディングス 
 

株式会社ピーエスジェイコーポレーションズ、株式会社スパイシー、西武運輸株式会社 
 

株式会社セントレジャー・舞子リゾート、HEAD JAPAN株式会社、株式会社マックアース他 

■従業員 常勤役員 3名、非常勤役員 1名、社員 5名、パート・アルバイト 20名 

■URL ピステ株式会社 http://www.piste.jp 
 

スキー、スノーボード・チューンアップ専門サイト http://www.pst-web.com 

■白馬店 HEAD SPORTS STATION 白馬 ／ 〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城4098-1 

■四街道支店 事業本部 ／ 〒284-0005 千葉県四街道市四街道1-4-8 Aビル201号 

■関連会社 株式会社 SWC（マックアースグループ） 



沿革 

1986年 

■1988年  スキーメンテナンス工場として開業 

㈱ピーエスティー 

■1994年  西武運輸㈱と「チューンアップ・プラス」を展開 

■2004年  セキアヒルズ「人工ゲレンデ」（熊本県） 運営委託契約  

■1996年  ららぽーとスキードーム“SSAWS”とレンタル運営委託契約締結 

■1995年  ららぽーとスキードーム“SSAWS”(千葉県）に新型ブーツ乾燥機を開発導入 

■1988年  ㈱ヴィクトリア（全国130店舗）とチューンアップ業務委託契約締結 

■1998年  芸北国際スキー場（広島県） レンタル運営委託契約締結 
        「SALOMON SKI TEST CENTER」開設 

■2004年 パインリッジリゾート神立 （新潟県） スーパーバイザー契約 
■2004年  パインリッジリゾート芸北 （広島県） スーパーバイザー契約 

■2005年  伊吹山スキー場 （滋賀県） レンタル運営契約 

■1996年  スノーマジック八景島シーパラダイス スーパーバイザー契約 

■1996年  スノーマジック北九州プリンスホテル スーパーバイザー契約 

2008年 

ピステ㈱ 

■2005年  ㈱ヤマノスポーツシステムズ （東京都） チューンアップ業務委託契約締結 
■2005年  ㈱ゼビオ （東京都） チューンアップ業務委託契約締結 

■2006年  ㈱PSJコーポレージョン （大阪府） チューンアップ業務委託契約締結 

■2008年  ピステ株式会社設立（資本金200万円）／ピーエスティーより営業譲受 

■2010年  セントレジャー舞子 レンタル運営委託契約 
■2010年  “HEAD SPORTS STATION 白馬”出店営業 

■2003年  イオン㈱「食の匠」プロジェクト（千葉県） 審査プロジェクト 運営委託契約  

■2011年  技術選において“HEADチーム”専属サービス 
■2011年  セントレジャー舞子パーキングセンター レンタル運営委託契約 
■2012年  技術選において“HEADチーム”専属サービス 

■2013年  HEAD JAPANと業務委託基本契約締結 

■2014年  ㈱マックアースと合資会社“SWC”設立 

■2009年 古物商認可取得 中古板の売買開始 

㈱ピステクリエイト 
ピーエスティー事業部 

■2012年  ライダーズピット舞子出店 

■2013年  “HEAD SPORTS STATION 白馬”全体運営受託契約締結 

■2010年  資本金500万円に増資 

■2013年  資本金1000万円に増資 

■2014年  SSAWS型ブーツ乾燥機を復刻リニューアル”NOVEL”ブランディング 
■2014年  マックアース・グループ「神立高原スキー場」のレンタル運営受託 
■2014年  HEAD JAPAN サービスセンター業務受託の基本合意締結 



業務内容のご案内 
 Business Outline 



業務内容／概要 

事業本部／四街道支店 

● 経営企画・財務 
● 総務 
● 業務推進部（TASK FORCE） 
● レンタルショップ運営事業 
● NOVEL 開発販売事業 
● ウィンタービジネスITイノベーション事業 

千葉サービスセンター／佐倉支店 

● スキー、スノーボード・メンテナンス事業 
● HEAD Japan SERVICE CENTER業務 
● ロジスティック業務 

HEAD SPORTS STATION 白馬／白馬店 

● PRO TUNE-UP SHOP 
● HEAD PRO SHOP 
● 学生チームサポート推進事業 



業務内容／千葉サービスセンター／スキー用品のメンテナンス 

「日本最大級のキャパシティー」 

 自社開発のオートメーション・マシンを核とした設備による処理能力は、年間70,000件のメンテナンス実績をもち、 
 まさに競合他社に対して、大きなアドバンテージを有しています。 
 また、スキー場でのサテライト・ショップ展開など様々なニーズにお応えする「人」と「技術」を誇ります。 

 工場敷地面積750坪の世界最大級のメンテナンス専門工場。 

Before 

 After  



業務内容／千葉サービスセンター／スキー用品のメンテナンス 

加工作業の「ライン化」により、納期を短縮。 
また、入荷～出荷までの管理を独自のシステムで一元管理し 
様々な業態から個人のお客様まで幅広くニーズに対応。 

入 荷 

保 管 

出 荷 1日あたり（8時間稼動）、650セットのメンテナンス実績。 
 

工場ライン従事員数：15名。 
 

通常納期：3日間。 

加 工 

検 品 



業務内容／千葉サービスセンター／スキー用品のメンテナンス 

「自車集配」による完全サポートの物流体制 
 ピークとなる時期には、Max：3台の集荷便が全国40箇所以上の取次店のサービス体制に入ります。 
 また、宅配便や料金代引きシステムを用いて、個人のユーザーへのサービスにお応えしています。 
 これらの管理は、バーコードシールによる単品管理で入荷～納品、請求の集計、在庫検索などを実現しています。 



事業紹介／千葉サービスセンター／アフターサービス事業 

■メーカー受託業務／HEAD JAPAN 
2015年4月より、HEADビンディングのサービスセンターとして業務受託を開始しました。 

取扱いビンディングブランド 
 ■HEAD 
 ■Tyrolia 
 ■FISCHER 



事業紹介／千葉サービスセンター／アフターサービス事業 

■メーカー受託業務／HEAD JAPAN 
HEAD SERVICE CENTER業務の他 
レンタルスキーや小売店への出荷前のプレート（RAIL）やビンディングの取付 
アフターサービスの一部をメーカーより受託し出荷までを請け負います。 

■プレート取付業務 
■ビンディング取付業務 
■チューンアップ 
■修理業務 
■ラッピング（シュリンク）業務 
■タグ付業務 
■商品在庫管理 
■客先へのデリバリー業務 



事業紹介／白馬店／サテライト・ショップ ① 

■トップ・チューニング・サービス 
2010-2011「スキー100周年」となるこのシーズンに、スキーのメッカである長野県白馬村おいて 
スキーメーカーである「HEAD Japan」とのタイアップにおいて 
“HEAD SPORTS STATION 白馬”を営業いたしました。 
 

スキー技術選のサポートなど、多くのスキーヤー、ボーダーに 
トップグレードのチューニングサービスを提供しました。 
（2012~2014技術選において、HEADチームをオフィシャル・サポート） 



事業紹介／白馬店／サテライト・ショップ ① 

■プロショップ・サービス 

■ハイパフォーマンス・レンタル 
■フリート・レンタル 
■スキー用具・用品販売 
■チューンアップ 
■カフェ 

http://www.head-sportsstation.jp/hakuba/wp-content/uploads/2010/11/101116_HSSH_inside_01s.jpg


事業紹介／サテライトショップ ② 

■ゲレンデで、即日加工。 
スキースノーボードサービスステーション／軽井沢プリンスホテルスキー場 
 
岡部哲也氏が代表を務める、岡部哲也スキースクールとの業務提携により最新鋭ワキシングマシンを 
設置し、クイックなワキシング&チューンサービスを提供。 



事業紹介／スキー用品レンタル運営事業 

■スキードーム“ザウス”でのノウハウを活かして 
世界最大級のインドア・スキー場における部門運営実績 
（1996年～2002年）の中で培われたシステムとノウハウで、 
スキー場の事業規模に合わせた「ゾーニング」から 
「マーチャンダイジング」までを手掛け収益の改善に 
大きく貢献いたします。 

2010-2011 新潟県南魚沼市 セントレジャー舞子スノーリゾート 
                レンタルショップ運営受託 
 

2011-2012 同スキー場 舞子パーキング・レンタルプロショップ開業 
2014-2015 新潟県南魚沼郡 神立高原スキー場 
               レンタルショップ運営受託 



事業紹介／レンタルスキー・ストレージシステム開発販売事業 

■今までにない「新しい」～NOVEL（ノベル）のストレージシステム／LINE UP 

スキードーム“ザウス”でのノウハウを活かして 
 

 オールステンレス製による耐久性と防錆性を追求。 
 また、どんなゾーニングにも対応できるように 
 すべてのラックに自在キャスターを設置しました。 



事業紹介／レンタルスキー・ストレージシステム開発販売事業 

PBD SDS-14  
温風式ブーツ乾燥機 
 

POWER:単相 200V 30A 
W:1680*L:800*H:1815 / 270kg 

スキードーム“ザウス”でのノウハウを活かして 
 

  

■今までにない「新しい」～NOVEL（ノベル）のブーツドライヤー 

各部品にいたるまで、純国産のブーツ乾燥機を開発・販売。 
その実績は、30分間で完全乾燥させる驚異的な能力。 
※室温21℃、貸出後4時間経過の平均データ／ザウスにて 



業務内容／その他の事業への取り組み 

■古物商品の販売業 （東京都公安委員会 第301020906601） 

使用しなくなったスキーやスノーボードなどを買取、自社工場 
においてメンテナンスし、新品同様に再生し、新しいお客様に 
ご利用いただくシステムを展開中。 

■ 専門会社からの出品＝「メンテナンス」サイドの 
  「目（診断）」による商品説明による販売であり、 
  確度・信頼度は高い。 
 

■信頼のメンテナンス 
 

■ 事前診断において需給バランスを鑑みた 
  市場価値を査定し、売却の可否判断が早い。 

Point ／ ピステの強み 

Inspection 

Maintenance 

Valuation 

☆自社ウェブサイトで販売☆ 



業務内容／その他の事業への取り組み 

■イベント等の企画、制作、実施運営業務 
・企業プロジェクト制作、運営 
・企業セールスプロモーション・イベント運営 
・スキーイベント（試乗会、協議会）運営 
・催事販売会運営補助、出展 

スキー場会員クラブ 
夏のイベント企画、運営 



千葉サービスセンターへのアクセス 

【車】 
 ・東関東自動車道 佐倉IC下車  
  出口を右折し、一つ目の信号を左折。500mほど走り、右手。 
 ・国道51号線、神門の交差点を左折。300mほど走り、左手。 
 
【電車・バス】 
 ・JR佐倉駅北口より、「第三工業団地」行き、「西御門」行きに乗車。 
  「木野子神社」下車。徒歩1分。 



事業本部（千葉県四街道市） 

【車】 
 ・東関東自動車道 四街道IC下車  
  出口を右折し、四街道駅方面へ。 
 ・隣接のコインパーキング有。 
 
【電車・バス】 
 ・JR総武本線「四街道駅」北口より、徒歩3分。 
  千葉県四街道市四街道1-4-8 Aビル 201号室 
  ※らーめん「みそ街道」の上 
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