平成30年度 酒類販売管理研修実施予定表(平成30年10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

研

研 修 実 施 団 体 名

修

実

施

和歌山県小売酒販組合連合会

平成30年11月6日

初回研修・
定期研修共通

和歌山市手平2-1-2
和歌山ビッグ愛 1201会議室

13時30分から16時

和歌山小売酒販組合

（共催）

平成30年11月6日

初回研修・
定期研修共通

13時から15時30分

海南小売酒販組合

海南市船尾260番地3
海南スポーツセンター 会議室

平成30年11月6日

初回研修
定期研修

13時30分から15時40分
13時30分から15時

湯浅小売酒販組合

有田郡有田川町大字清水359-1
有田川町商工会 清水支所

平成30年11月15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

伊那小売酒販組合

橋本市東家1-6-27
橋本市民会館

平成30年12月1日

初回研修
定期研修

13時30分から16時
13時30分から15時30分

田辺小売酒販組合

田辺市高雄1-23-1
田辺市民総合センター

平成31年2月13日

初回研修・
定期研修共通

13時30分から16時

和歌山県小売酒販組合連合会
和歌山市手平2-1-2
和歌山ビッグ愛 1201会議室
和歌山小売酒販組合

（共催）

平成31年2月18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

和歌山市手平2-1-2
和歌山ビッグ愛 802号

平成31年3月2日

初回研修
定期研修

13時30分から16時
13時30分から15時30分

田辺小売酒販組合

田辺市高雄1-23-1
田辺市民総合センター

平成31年3月中旬

初回研修
定期研修

13時30分から16時30分
14時30分から16時30分

新宮小売酒販組合

新宮市伊佐田町2-1-21
（公社）新宮納税協会

（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。

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

和歌山県小売酒販組合連合会

和歌山小売酒販組合

海南小売酒販組合

御坊小売酒販組合

田辺小売酒販組合

新宮小売酒販組合

伊那小売酒販組合

湯浅小売酒販組合

法人番号

法人番号 6170005000980

法人番号 9170005001051

法人番号 9170005001968

法人番号 4170005004224

法人番号 9170005003634

法人番号 7170005005293

法人番号 2170005003186

法人番号 2170005002535

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

日本チェーンストア協会

法人番号

一般社団法人 全国スーパー
マーケット協会

（）

法人番号 7010005018088

団体加入者
以外の方の
受講の可否

所

在

地

電 話 番 号

備

考

〒640－8034
和歌山市駿河町42

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
073-488-7639
時の間又は13時から16
時の間にお願いしま
す。

可

〒640－8034
和歌山市駿河町42

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
073-488-7068
時の間又は13時から16
時の間にお願いしま
す。

可

〒642－0002
海南市日方1027-1

研修の申込みは、月曜
日・火曜日・金曜日
073-482-9381 （祝日を除く。）の9
時30分から12時の間に
お願いします。

可

〒644－0002
御坊市薗315番地1

研修の申込みは、月曜
日・水曜日・金曜日
0738-23-2895 （祝日を除く。）の9
時30分から16時までの
間にお願いします。

可

〒646－0036
田辺市上屋敷2-3-37

研修の申込みは、月曜
日・火曜日・木曜日・
0739-22-0588 金曜日（祝日を除
く。）の9時から13時
の間にお願いします。

〒647－0024
新宮市熊野地1-3-3

研修の申込みは、月曜
日・火曜日・木曜日・
金曜日（祝日を除
0735-21-4071 く。）の9時から15時
の間又は水曜日の9時
から12時の間にお願い
します。

〒649－6531
紀の川市粉河1530-4

研修の申込みは、月曜
日・火曜日・木曜日・
金曜日（祝日を除
0736-73-3571
く。）の9時から15時
30分の間にお願いしま
す。

可

〒643－0004
有田郡湯浅町大字湯浅3185

研修の申込みは、月曜
日・火曜日・木曜日・
金曜日（祝日を除
0737-63-2838
く。）の9時から15時
30分の間にお願いしま
す。

可

〒105－0001
東京都港区虎ノ門3-6-2
第2秋山ビル

研修の申込みについては、
団体のホームページ
03-5777-8773 (http://www.jfafc.or.jp/)をご確認くださ
い。

可

〒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/

可

可

可

可

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

一般社団法人 日本ボランタ
リーチェーン協会
（注） １
２

法人番号

団体加入者
以外の方の
受講の可否

法人番号 8010505002004

可

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。

