
年　月　日 研修区分 時　　間 研 修 実 施 団 体 名 研　修　実　施　場　所

初回研修 13時00分から16時00分

定期研修 14時30分から16時00分

令和5年6月4日
初回研修・

定期研修共通
9時30分から12時30分

法人番号7410005000666
秋田南小売酒販組合

秋田市御所野地蔵田三丁目1番1号
秋田テルサ5階第一会議室

初回研修 13時30分から16時00分

定期研修 13時30分から15時00分

初回研修 13時00分から16時00分

定期研修 14時30分から16時00分

初回研修 13時30分から16時00分

定期研修 13時30分から15時00分

初回研修 13時30分から17時00分

定期研修 15時00分から17時00分

令和5年8月下旬
初回研修・

定期研修共通
14時00分から16時30分

法人番号6410005003793
能代小売酒販組合

能代市上町12番32号
能代ふれあいプラザ・サンピノ

初回研修 13時30分から16時00分

定期研修 13時30分から15時00分

初回研修 13時30分から17時00分

定期研修 15時00分から17時00分

　令和４・５年度　酒類販売管理研修実施予定表（秋田県内）

（令和５年３月17日現在）

令和5年6月22日
法人番号9410005002165
本荘小売酒販組合

由利本荘市上大野16番地
由利本荘市市民交流学習センター

令和5年6月22日
初回研修・

定期研修共通
13時30分から15時30分

法人番号2410005002799
大館小売酒販組合

大館市字桜町南45番1号
大館市民文化会館

令和5年6月中旬
初回研修・

定期研修共通
13時30分から16時30分

法人番号2410005004977
横手小売酒販組合

横手市条里二丁目1番15号
サンサン横手

由利本荘市上大野16番地
由利本荘市市民交流学習センター

令和5年6月
法人番号4410005003473
鹿角小売酒販組合

鹿角市花輪字八正寺13番地
鹿角市花輪市民センター
（文化の杜交流館コモッセ内）

令和5年7月14日
法人番号9410005002165
本荘小売酒販組合

由利本荘市上大野16番地
由利本荘市市民交流学習センター

令和5年3月22日
法人番号4410005003473
鹿角小売酒販組合

鹿角市花輪字八正寺13番地
鹿角市花輪市民センター
（文化の杜交流館コモッセ内）

令和5年7月下旬
法人番号2410005004127
大曲小売酒販組合

大仙市大曲大町7番19号
花火伝統文化継承資料館　はなび・
アム

令和5年9月中旬
法人番号2410005004127
大曲小売酒販組合

大仙市大曲大町7番19号
花火伝統文化継承資料館　はなび・
アム

令和5年9月15日
法人番号9410005002165
本荘小売酒販組合

酒類販売管理研修の開催日等（未定のものを含む）については、変更となる場合があります。

それぞれの研修を実施する研修実施団体に直接お問合せの上、お申込みください。

（研修実施団体の連絡先は「各研修実施団体の連絡先（研修受講の申込先）」を参照）



年　月　日 研修区分 時　　間 研 修 実 施 団 体 名 研　修　実　施　場　所

初回研修 14時00分から16時30分

定期研修 14時00分から15時30分

初回研修 13時00分から16時00分

定期研修 14時30分から16時00分

令和5年9月
初回研修・

定期研修共通
13時30分から16時30分

法人番号4410005002434
湯沢小売酒販組合

未定

令和5年10月1日
初回研修・

定期研修共通
9時30分から12時30分

法人番号7410005000666
秋田南小売酒販組合

秋田市御所野地蔵田三丁目1番1号
秋田テルサ5階第一会議室

初回研修 13時30分から16時00分

定期研修 13時30分から15時00分

令和5年10月中旬
初回研修・

定期研修共通
14時00分から16時30分

法人番号6410005003793
能代小売酒販組合

能代市上町12番32号
能代ふれあいプラザ・サンピノ

令和5年10月中旬
初回研修・

定期研修共通
13時30分から16時30分

法人番号2410005004977
横手小売酒販組合

横手市条里二丁目1番15号
サンサン横手

初回研修 13時30分から17時00分

定期研修 15時00分から17時00分

初回研修 13時30分から17時00分

定期研修 15時00分から17時00分

初回研修 13時00分から16時00分

定期研修 14時30分から16時00分

令和6年1月下旬
初回研修・

定期研修共通
14時00分から16時30分

法人番号6410005003793
能代小売酒販組合

能代市上町12番32号
能代ふれあいプラザ・サンピノ

令和5年10月13日
法人番号9410005002165
本荘小売酒販組合

由利本荘市上大野16番地
由利本荘市市民交流学習センター

令和5年10月中旬
法人番号2410005004127
大曲小売酒販組合

大仙市大曲大町7番19号
花火伝統文化継承資料館　はなび・
アム

令和5年11月中旬
法人番号2410005004127
大曲小売酒販組合

大仙市大曲大町7番19号
花火伝統文化継承資料館　はなび・
アム

令和5年10月
初回研修・

定期研修共通
13時30分から16時30分

法人番号4410005002434
湯沢小売酒販組合

令和5年9月
初回研修・

定期研修共通
13時30分から15時30分

法人番号2410005002799
大館小売酒販組合

大館市字桜町南45番1号
大館市民文化会館

令和5年9月
法人番号5410005000668
秋田北小売酒販組合

未定

令和5年11月
法人番号4410005003473
鹿角小売酒販組合

鹿角市花輪字八正寺13番地
鹿角市花輪市民センター
（文化の杜交流館コモッセ内）

未定

令和5年9月
法人番号4410005003473
鹿角小売酒販組合

鹿角市花輪字八正寺13番地
鹿角市花輪市民センター
（文化の杜交流館コモッセ内）



年　月　日 研修区分 時　　間 研 修 実 施 団 体 名 研　修　実　施　場　所

令和6年2月4日
初回研修・

定期研修共通
9時30分から12時30分

法人番号7410005000666
秋田南小売酒販組合

秋田市御所野地蔵田三丁目1番1号
秋田テルサ5階第一会議室

初回研修 13時30分から16時00分

定期研修 13時30分から15時00分

初回研修 13時30分から17時00分

定期研修 15時00分から17時00分

初回研修 14時00分から16時30分

定期研修 14時00分から15時30分

初回研修 13時30分から16時00分

定期研修 13時30分から15時00分

初回研修 13時00分から16時00分

定期研修 14時30分から16時00分

初回研修・
定期研修共通

13時30分から16時30分
法人番号2410005004977
横手小売酒販組合

横手市条里二丁目1番15号
サンサン横手

法人番号5410005000668
秋田北小売酒販組合

未定

令和6年2月上旬

（留意事項）

　研修区分欄の表示は、次のとおりです。
　　①「初回研修」とは、酒類販売管理研修を初めて受講する方を対象とした研修です。
　　②「定期研修」とは、酒類販売管理研修を過去に受講したことがある方を対象とした研修です。
　　③「初回研修・定期研修共通」とは、初回研修の受講者と定期研修の受講者を区分せず、両者を対象として実施され
　　　る研修です。
　研修実施団体により、研修形式や研修時間等が異なる場合があります。

令和6年3月
法人番号4410005003473
鹿角小売酒販組合

鹿角市花輪字八正寺13番地
鹿角市花輪市民センター
（文化の杜交流館コモッセ内）

令和6年2月中旬
法人番号2410005004127
大曲小売酒販組合

大仙市大曲大町7番19号
花火伝統文化継承資料館　はなび・
アム

令和6年3月19日
法人番号9410005002165
本荘小売酒販組合

由利本荘市上大野16番地
由利本荘市市民交流学習センター

令和6年2月9日
法人番号9410005002165
本荘小売酒販組合

令和6年2月

由利本荘市上大野16番地
由利本荘市市民交流学習センター



所 在 地 電 話 番 号 備 考

秋田市保戸野千代田町3番49号 018-864-0614
受講申込みの受付時間は、月曜日
から木曜日（祝日を除く。）の9時から
12時までとなっております。

秋田市土崎港東三丁目2番3-2号 018-845-0612
受講申込みの受付時間は、月曜日
から金曜日（祝日を除く。）の13時か
ら16時までとなっております。

能代市明治町16番5号 0185-52-7341
受講申込みの受付時間は、月曜日
から金曜日（水曜・祝日を除く）の9時
から15時までとなっております。

横手市平和町15番5号 0182-32-2088

受講申込みの受付は、研修日の2週
間前までとしております。
受付時間は、月曜日から水曜日及び
金曜日（祝日を除く。）の10時から12
時及び13時から15時までとなってお
ります。

大館市御成町二丁目6番3号 0186-42-0344

受講申込みの受付時間は、研修日
の2週間前までとしております。
受付時間は、月曜日から金曜日（祝
日を除く。）の9時から14時までとなっ
ております。

鹿角市花輪字下花輪17番地3 0186-23-4529
受講申込みの受付時間は、火曜日
から木曜日（祝日を除く。）の9時から
16時までとなっております。

由利本荘市花畑町一丁目96番地 0184-22-2447

受講申込みの受付は、研修日の1週
間前までとしております。
受付時間は、月曜日から金曜日（祝
日を除く。）の10時から16時までと
なっております。

湯沢市前森一丁目1番22号 0183-73-8396

受講申込みの受付は、研修日の2週
間前までとしております。
受付時間は、月曜日、火曜日及び金
曜日（祝日を除く。）の10時から11時
30分及び13時から15時までとなって
おります。

大仙市若竹町24番4号 0187-62-1096

受講申込みの受付時間は、月曜日
から金曜日（祝日を除く。）の10時か
ら12時及び13時から16時までとなっ
ております。

東京都港区虎ノ門三丁目6番2号
第2秋山ビル1階

03-5777-8773

研修の申込みについては、団体の
ホームページ
(http://www.jfa-fc.or.jp/)をご確認く
ださい。

(注) 　研修受講に当たっては、研修実施団体に直接お申込みください。

【各研修実施団体の連絡先（研修受講の申込先）】

研 修 実 施 団 体 名

法人番号7410005000666
秋田南小売酒販組合

法人番号5410005000668
秋田北小売酒販組合

法人番号6410005003793
能代小売酒販組合

法人番号2410005004977
横手小売酒販組合

法人番号4010405010390
一般社団法人　日本フラン
チャイズチェーン協会

法人番号2410005002799
大館小売酒販組合

法人番号4410005003473
鹿角小売酒販組合

法人番号9410005002165
本荘小売酒販組合

法人番号4410005002434
湯沢小売酒販組合

法人番号2410005004127
大曲小売酒販組合

http://www.jfa-fc.or.jp/

