令和２年度

酒類販売管理研修実施予定表（岩手県内）
（令和２年12月８日現在）

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別添「各研修実施団体の連絡先（研修受講の申込み先）」を参照）
年

月

日

研修区分

時

間

実

施

場

所

定期研修

13時30分から15時

初回研修・
定期研修共通

9時10分から12時

初回研修

13時30分から16時30分

定期研修

13時30分から15時30分

初回研修

13時30分から16時30分

定期研修

13時30分から15時30分

初回研修

13時30分から16時30分 法人番号4010405010390
盛岡市盛岡駅西通二丁目9番1号
一般社団法人 日本フラン 盛岡地域交流センターマリオス187会
議室
13時30分から15時30分 チャイズチェーン協会

令和3年1月15日

令和3年1月15日
定期研修

法人番号8400605000173
水沢小売酒販組合

奥州市水沢佐倉河字後樋120番地1
胆江地区勤労者教育文化センター

法人番号2400005004103
宮古小売酒販組合

宮古市小山田二丁目1番1号
宮古市民総合体育館シーアリーナ

法人番号9400505000116
一関小売酒販組合

一関市東台50番地46
一関市産業教養文化体育施設アイ
ドーム

法人番号4402705000180
気仙小売酒販組合

大船渡市盛町字木町3番地11
気仙小売酒販組合

初回研修・
法人番号9400005004947
13時30分から16時30分
定期研修共通
久慈小売酒販組合

初回研修

13時30分から16時30分

定期研修

13時30分から15時15分

令和3年1月26日

令和3年2月4日

修

13時30分から16時30分

令和3年1月13日

令和3年1月21日

研

初回研修
令和3年1月12日

令和3年1月13日

研 修 実 施 団 体 名

法人番号9400005000021
盛岡小売酒販組合

法人番号7010005018088
初回研修・
13時30分から16時30分 一般社団法人 全国スー
定期研修共通
パーマーケット協会
初回研修

13時30分から15時30分

定期研修

13時30分から15時

初回研修

13時から16時

定期研修

13時から15時

初回研修

13時30分から16時30分

定期研修

13時30分から15時15分

令和3年2月12日

令和3年2月18日

令和3年2月18日

久慈市新中の橋第4地割13番地3
久慈市民体育館会議室

盛岡市紺屋町2番9号
盛岡市勤労福祉会館5階大ホール

盛岡市羽場10地割100番地3
東北地区スーパーマーケット協会連
合会事務所

法人番号2400005004375
釜石小売酒販組合

釜石市小川町三丁目8番7号
株式会社浜千鳥2階会議室

法人番号1400005004590
二戸小売酒販組合

二戸市石切所字荷渡22番地16
ワークインにのへ

法人番号9400005000021
盛岡小売酒販組合

盛岡市材木町2番26号
盛岡小売酒販組合

年

月

日

令和3年2月18日

研修区分

時

間

初回研修・
法人番号5400005003028
13時30分から16時30分
定期研修共通
花巻小売酒販組合

初回研修

13時30分から16時30分

定期研修

13時30分から15時

初回研修・
定期研修共通

9時10分から12時

初回研修

13時30分から16時30分

定期研修

13時30分から15時30分

令和3年3月9日

令和3年3月10日

令和3年3月12日

令和3年3月18日

研 修 実 施 団 体 名

研

修

実

施

場

所

花巻市若葉町三丁目16番22号
花巻市文化会館会議室

法人番号8400605000173
水沢小売酒販組合

奥州市水沢佐倉河字後樋120番地1
胆江地区勤労者教育文化センター

法人番号2400005004103
宮古小売酒販組合

宮古市小山田二丁目1番1号
宮古市民総合体育館シーアリーナ

法人番号4402705000180
気仙小売酒販組合

大船渡市盛町字木町3番地11
気仙小売酒販組合

初回研修・
法人番号9400005004947
13時30分から16時30分
定期研修共通
久慈小売酒販組合

久慈市新中の橋第4地割13番地3
久慈市民体育館会議室

（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、初回受講者と再受講者を区分せず、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。

別添

【各研修実施団体の連絡先（研修受講の申込み先）】
研 修 実 施 団 体 名

法人番号9400005000021
盛岡小売酒販組合

法人番号2400005004103
宮古小売酒販組合

所

在

地

盛岡市材木町2番26号
近三ビル3階

宮古市板屋三丁目6番1号

法人番号4402705000180
気仙小売酒販組合

大船渡市盛町字木町3番地11

法人番号8400605000173
水沢小売酒販組合

盛岡市材木町2番26号
近三ビル3階
岩手県酒販協同組合連合会

法人番号5400005003028
花巻小売酒販組合

法人番号9400005004947
久慈小売酒販組合

法人番号9400505000116
一関小売酒販組合

法人番号2400005004375
釜石小売酒販組合

花巻市下根子420番地4 1階B

久慈市長内町第21地割80番地1

一関市八幡町3番26号

釜石市唐丹町字大曽根107番地44

法人番号1400005004590
二戸小売酒販組合

二戸市福岡字長嶺51番地1

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

東京都港区虎ノ門三丁目6番2号
第2秋山ビル1階

法人番号7010005018088
一般社団法人 全国スー
パーマーケット協会

東京都千代田区内神田三丁目19
番8号

(注)

連

絡

先

備

考

019-604-6672

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。
受講申込みの受付時間は、月曜日
から金曜日の10時から16時までと
なっております。

0193-62-5228

受講申込みの受付は、研修日の10
日前までとしております。
受講申込みの受付時間は、月曜日
から金曜日の9時から16時までと
なっております。

0192-27-4175

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。
受講申込みの受付時間は、月曜日
から金曜日の9時から16時までと
なっております。

019-622-6615

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。
受講申込みの受付時間は、月曜日
から金曜日の9時から16時までと
なっております。

0198-23-4274

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。
受講申込みの受付時間は、月曜日
から金曜日(水曜日除く）の10時か
ら15時までとなっております。

0194-53-4596

受講申込みの受付は、研修日の10
日前までとしております。
受講申込みの受付時間は、月曜日
から木曜日の10時から17時までと
なっております。

0191-23-5104

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。
受講申込みの受付時間は、月曜日
から木曜日の9時から15時までと
なっております。

0193-55-5237

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。
受講申込みの受付時間は、月曜日
から金曜日の9時から16時までと
なっております。

0195-26-8202

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。
受講申込みの受付時間は、月曜日
から木曜日の10時から16時までと
なっております。

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。

03-3255-4825

研修の申込みについては、団体の
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
(http://www.super.or.jp/)をご確認
ください。

研修受講のお申込みについては、研修実施団体にお申込みください。

