平成30年度 酒類販売管理研修実施予定表(平成31年2月現在)
※ それぞれの研修を実施する研修実施団体に直接お申込みください。
(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

平成31年2月19日

初回研修
定期研修

13時30分から16時30分
13時30分から15時

伊丹小売酒販組合

伊丹市中央5-3-38
株式会社関西スーパーマーケット
本社

平成31年2月19日

初回研修
定期研修

13時30分から16時30分
13時30分から15時

南但小売酒販組合

朝来市和田山町玉置824-1
和田山公民館

平成31年3月5日

初回研修
定期研修

13時30分から16時30分
13時30分から15時

淡路小売酒販組合

淡路市志筑3117-1
しずのおだまき館

平成31年3月6日

初回研修
定期研修

13時から16時
13時から14時30分

柏原小売酒販組合

篠山市黒岡191-1
篠山市立篠山市民センター 研修室

平成31年3月13日

初回研修
定期研修

13時30分から16時30分
13時30分から15時30分

一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会

神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館セミナーハウス 804号

平成31年3月14日

初回研修
定期研修

13時30分から16時30分
13時30分から15時

明石小売酒販組合

明石市東仲ノ町6-1
明石市生涯学習センター北館801

平成31年3月20日

初回研修
定期研修

13時から16時
13時から14時30分

神戸小売酒販組合

神戸市中央区花隈町28-14
兵庫県遺族会館内

平成31年3月26日

初回研修
定期研修

13時30分から16時30分
13時30分から15時

西宮小売酒販組合

西宮市津門西口町7番18号
西宮小売酒販組合 3階

研 修 実 施 団 体 名

研

修

実

（留意事項）
研修区分欄の表示は次のとおりです。
なお、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。
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。

施

場

所

【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

団体加入者
以外の方の
受講の可否

所

在

地

電話番号

備

考

研修の申込みは、月曜
日から金曜日（祝日を
078-341-6034 除く。）の9時から16時
30分の間にお願いしま
す。

兵庫県小売酒販組合連合会

法人番号 9140005002787

可

〒650-0013
神戸市中央区花隈町28-14
兵庫県遺族会館内

神戸小売酒販組合

法人番号 3140005002784

可

〒650-0013
神戸市中央区花隈町28-14
兵庫県遺族会館内

078-341-9576

可

〒670－0851
姫路市京口町93

研修の申込みは、月曜
日から金曜日（祝日を
除く。）の9時から12時
079-284-1501
の間又は13時30分から
16時30分の間にお願い
します。

研修の申込みは、月曜
日から金曜日（祝日を
06-6417-8901
除く。）の9時から17時
の間にお願いします。

研修の申込みは、月曜
日から金曜日（祝日を
除く。）の9時から17時
の間にお願いします。

姫路小売酒販組合

法人番号 8140005013538

尼崎小売酒販組合

法人番号 6140005011155

可

〒660－0893
尼崎市西難波町1-9-4

明石小売酒販組合

法人番号 5140005005471

可

〒674－0051
明石市大久保町大窪字戌亥谷
3050

078-935-9093

〒663－8231
西宮市津門西口町7-18

研修の申込みは、月曜
日から金曜日（祝日を
0798-22-2090 除く。）の10時から16
時の間にお願いしま
す。

西宮小売酒販組合

法人番号 9140005015946

可

淡路小売酒販組合

法人番号 2140005019128

可

〒656-2224
淡路市大谷96番地の1
土井酒店内

研修の申込みは、月曜
日から金曜日（祝日を除
く。）の9時から17時の間
にお願いします。

研修の申込みは、月曜
0799-64-0706 日から金曜日（祝日を
除く。）の9時から17時
の間にお願いします。

研修の申込みは、月曜
日・火曜日・木曜日・
078-959-5656 金曜日（祝日を除
く。）の10時から16時
の間にお願いします。

芦屋小売酒販組合

法人番号 1140005002786

可

〒658-0023
神戸市東灘区深江浜町77
東部買出人センター2階8号室

伊丹小売酒販組合

法人番号 9140005018148

可

〒664－0836
伊丹市北本町3-50-2F
伊丹卸売市場内

072-770-0382

可

〒678－0055
相生市那波本町6-17

研修の申込みは、月曜
日から金曜日（祝日を
0791-23-0237 除く。）の9時から12時
の間又は13時から17時
の間にお願いします。

可

〒668－0045
豊岡市城南町18番11号
松野 定夫様方

研修の申込みは、月曜
日・火曜日・木曜日・
0796-22-2831 金曜日（祝日を除
く。）の9時から15時の
間にお願いします。

相生小売酒販組合

北但小売酒販組合

法人番号 5140005007567

法人番号 1140005011952

研修の申込みは、月曜
日から金曜日（祝日を
除く。）の9時から15時
の間にお願いします。

【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

加印小売酒販組合

法人番号

法人番号 5140005009340

団体加入者
以外の方の
受講の可否

可

所

在

地

電話番号

備

考

〒675－0038
加古川市加古川町木村195

研修の申込みは、月曜
日・火曜日・木曜日・金曜
日（祝日を除く。）の9時
079-422-5292
30分から16時の間又は
水曜日の13時から16時
の間にお願いします。

龍野小売酒販組合

法人番号 1140005006564

可

〒679－4174
たつの市龍野町柳原21

研修の申込みは、月曜
日から金曜日（祝日を
除く。）の10時から12
0791-63-0606
時の間又は13時から16
時の間にお願いしま
す。

西脇小売酒販組合

法人番号 1140005017215

可

〒677－0015
西脇市西脇990

0795-22-3901

研修の申込みは、月曜
日から金曜日（祝日を除
く。）の9時から17時の間
にお願いします。

三木小売酒販組合

法人番号 5140005006008

可

〒673－0431
三木市本町2-1-18
三木商工会議所3階
三木市商店街連合会内

0794-83-3377

研修の申込みは、月曜
日から金曜日（祝日を除
く。）の9時から17時の間
にお願いします。

社小売酒販組合

法人番号 6140005016708

可

〒673－1431
加東市社1541-2

0795-42-0400

研修の申込みは、月曜
日・水曜日・金曜日（祝日
を除く。）の10時から16時
の間にお願いします。

南但小売酒販組合

法人番号 7140005010478

可

〒669－5201
朝来市和田山町和田山284-5

研修の申込みは、月曜
日から金曜日（祝日を
除く。）の10時から12
079-673-2328
時の間又は13時から15
時の間にお願いしま
す。

柏原小売酒販組合

法人番号 3140005008014

可

〒669－3309
丹波市柏原町柏原3610-1

0795-72-0179

研修の申込みは、月曜
日から金曜日（祝日を
除く。）の9時から15時
の間にお願いします。

兵庫県卸酒販組合

法人番号 2140005002785

可

〒650－0004
神戸市中央区中山手通3-12-6

研修の申込みは、月曜
日から金曜日（祝日、8
月14日から8月16日及び
12月28日から1月4日を
078-231-5861
除く。）の9時から16時
（12時から13時を除
く。）の間にお願いし
ます。

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 4010405010390

可

〒105－0001
東京都港区虎ノ門3-6-2
第2秋山ビル

03-5777-8773 (http://www.jfa-

日本チェーンストア協会

法人番号

〒105－0001
東京都港区虎ノ門1-21-17
虎ノ門ＮＮビル11階

03-5251-4600 団体のホームページ
(http://www.jcsa.gr.jp/)

〒101-0047
東京都千代田区内神田3-19-8
櫻井ビル

03-3255-4825 団体のホームページ
(http://www.super.or.jp/

一般社団法人 全国スー
パーマーケット協会

（）

法人番号 7010005018088

可

可

研修の申込みについては、
団体のホームページ
fc.or.jp/)をご確認くださ
い。

研修の申込みについては、
をご確認ください。

研修の申込みについては、
)をご確認ください。

【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

団体加入者
以外の方の
受講の可否

一般社団法人 日本ボランタ
リーチェーン協会

法人番号 8010505002004

可

（注） １
２

所

在

地

〒110－0015
東京都台東区東上野1-2-13
カーニープレイス新御徒町ビ
ル3階

電話番号

備

考

研修の申込みについては、

03-5818-7321 団体のホームページ
(http://www.vca.or.jp/)
をご確認ください。

研修受講のお申込みについては、研修実施団体に直接お申込みください。
「団体加入者以外の方の受講の可否」欄が「可」となっているものは、団体加入者以外の方でも研修の受講が可能な団体
です。これらの者が共催している場合も同様です。

