カフェズ・キッチンは日本カフェプランナー協会認定校です。
カフェズ・キッチンは日本カフェプランナー協会認定校なので、
受講生・卒業生は日本カフェプランナー協会が認定する各種資格の受験資格を得ることができます。
※一部、受験資格を取得できないコースもあります。

toiawase@cafeplanner.net

TEL 03-5722-0141 FAX 03-5722-2951

カフェプランナー資格
カフェプランナーとは…

カフェをはじめる人の学校

資格認定試験：4月・10月実施

「カフェプランナー」とはカフェを総合的にプロデュースできる人材を認定する
資格です。知識に裏打ちされた技術により、お客様に商品をサービスすること
や、カフェの経営についての知識を資格として認定し、系統化した資格です。
カフェをビジネスとしてプロデュースするためには、おいしいコー
ヒーの入れ方から、カフェの経営まで色々な知識が要求されます。
当協会では、それらの知識・技術を資格として系統化し、1級から4級
までのカフェプランナー資格として認定し、幅広いビジネスの場へ送り
出すことと、カフェビジネスの発展に寄与しようという目的で設立され
ました。知識に裏打ちされた技術を持つことにより、お客様に出す商品
に愛情を込めることができるのが「カフェプランナー」です。
現在、一般の実務経験者又は、認定校のカフェズ・キッチン受講生

カフェプランナー
正会員バッチ

カフェプランナー
認定証

や、卒業生が資格を取得しています。今後、全国に認定校が増えていく
ことにより、カフェ経営者のみならず、一般の食材、食ビジネスの分野
にも認知され一般的な資格となっていくでしょう。
カフェプランナーとしての活躍の場は、自身でのカフェ経営はもちろ
んのこと、既存の大型店のコンサルティングスタッフ、ホテルや旅館の
カフェ・レストラン部門、食材商社の顧客（オーナー）への業務支援・
付加サービススタッフ、カフェ・レストラン関連出版の執筆スタッフ
等、様々な活躍の場が想定されます。

デザートクリエイター資格
デザートクリエイターとは…

資格認定試験：6月・11月実施

デザートに関する材料の知識から、デザートメニュー開発、提案まで幅広い知識
と技術を修得した人材を認定する資格です。デザートの分野でより幅広い技能を
磨き、デザートクリエイターとしての領域をさらに広げる事が出来る資格です。
ひとくちにデザートと言っても、その種類はケーキやパフェなど
の洋菓子、和菓子、フルーツなど多岐にわたります。
昨今、日本人のデザートに対する好みや嗜好が多様化してきた事
と、海外のデザート情報や物流の活性化により、カフェやホテル、
レストラン、パン・ケーキショップ、菓子メーカー、フルーツ

デザートクリエイター デザートクリエイター
認定証
正会員バッチ

ショップなどが様々なデザートを開発、輸入、販売しています。
日本カフェプランナー協会では、このようなニーズに対して、デ
ザートに関する幅広い知識と技術を習得した方にデザートクリエイ
ターの称号を認定し、消費者の方が安定して楽しめるデザートの開
発に努めることで、食業界の発展に尽力したいと思います。

カフェレシピークリエイター資格
カフェレシピークリエイターとは…
「カフェレシピークリエイター」とはカフェのメニューを全般的に
開発・提案出来る能力を持つ人材育成を目的とし、資格認定を行ないます。

「食」を取り巻く環境は多様化を極めており、提供するシチュエー
ションや時間帯も「朝、昼、夜」以外のスタイルで食事を取る事が多く
なってきています。「軽食」と「食事メニュー」の中間に位置する第3の
食事形態「カフェごはん」。従来の枠にとらわれない、新しい食材の使
用法、調理法など、創造的な試みが行われていることでしょう。

日本カフェプランナー協会では、これらカフェで提供するドリンク、
フード、デザートなど全般的なメニューを「カフェレシピー」として確
立させ、カフェレシピーを創作（メニュー開発、調理）する人材をカ
フェレシピークリエイターとして育成し、食文化の発展に寄与すること
を目的に、「カフェレシピークリエイター資格」を発足、認定します。
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卒業生
の
開業数
は
220 店
以上！！

日本カフェプランナー協会会長
カフェズ・キッチン学園長

多くの卒業生がカフェ開業の夢を実現しています。
カフェに関するあらゆる知識と技術を修得していただき、それらに裏打ちされたサービスをお客様に提供し、
カフェの開業及び経営やトータルプランニング等、カフェに関するプロフェッショナルの育成を目的としたスクールです。

3F

ー
コニ

バル

●ギャラリースペース

●カフェスペース
「Cafe s CAFE」
2Fは生徒の研修用カフェとなって
います。受講生であれば誰でも実際
の店舗運営を体験して頂けます。

2F

●事務局

私が初めて社会に出て、カフェの仕事を始めたばかりの頃は、基
本的なこともわからずにとまどってばかりいました。
お客様からお金

テレビ番組をはじめとする各メディア出演や、
食品メーカー
等に商品企画やメニュー提案なども行い、そして、数々の本を
出版するなど、カフェのスペシャリストとして活躍中。さらに、
講演依頼などを受け、
カフェビジネスの発展に全力を注ぐ。
型にとらわれないオリジナリティ溢れる発想で某大手洋菓
子メーカーのヒット商品である『チーズケーキパフェ』等を開
発した後、カフェ開業スクールとしてのパイオニアとなる「カ
フェズ・キッチン」を設立し、多くの卒業生を輩出。
（卒業生の
開業者数は、
2011年9月現在、
227店舗を超える）
日本カフェプランナー協会を設立し、実践的資格の普及と
育成、
さらにカフェビジネスのクオリティー強化に努める。
カフェをはじめる人のビジネススクール「カフェズ・キッチン」
は、
設立16年となり、
さらなる確かな実績を築き上げています。

1996年に設立したカフェズ・キッチンは「カフェのビジネススクール」のパイオニアとして実績を重ね、

●サロンスペース
「カフェズ・サロン」

カフェを愛する気持ちから生まれた
「カフェズ・キッチン」

富田 佐奈栄

をいただくからには、自信をもって商品とサービスを提供したいと思
っていても、それを教えてくれる人がいませんでした。
独学で一生懸
命勉強し、いつしかベテランと呼ばれる立場になったとき、今度は後
輩のスタッフたちも、かつての私と同じ悩みを抱えていることがわか
りました。
お客様に自信をもってサービスしたくても、自分に自信がないから
うまくいかない、自信がないから自分の仕事にプライドが持てない…。
そのとき私はこれは日本のカフェ全てに共通する問題なのだと確信
しました。
もちろんおいしいコーヒーを入れることだけがカフェの仕
事ではありません。
経営者やバイヤー、キッチン＆ホールスタッフ、マ
ネージャー等、これまでバラバラだったカフェの仕事を「カフェビジ

学園長のブログ「佐奈栄先生のカフェ日記」

ネス」
として体系化することで、
良いカフェが生まれるのです。

PCサイト
http://gakuenchou.cocolog-nifty.com/

その道のプロフェッショナルを育て、日本のカフェクオリティーを
高めたい、
そんなカフェを愛する気持ちで私は
「カフェズ・キッチン」

携帯サイト

http://app.f.m-cocolog.jp/t/typecast?blog_id=398164&user_id=388316

をつくりました。

学園長の著書・監修本
この他にもカフェに関連するたくさんの本の執筆や監修をしています。

10万部
突破!!

1F

●キッチンスタジオ

人気カフェのつくり方

おうち de カフェ

●ロビーラウンジ

主婦の友社

産業編集センター

成美堂出版

●講義スペース

学園長著のカフェ開業本第3弾！！
開業までの手順を分かりやすく解説
するだけでなく開業後の運営管理ま
でを紹介！

ドリンクからフード、
ケーキ、
デザート
まで、
あのカフェの味がおうちで味わ
えます。
見て楽しい作って楽しい1冊に
なっています。

自分らしいカフェをつくり、
長続きさせ
るための秘訣を豊富な実例で紹介。
カ
フェを始める人にずっと支持されてい
る学園長監修のカフェ開業本です。

おいしいコーヒーBook

イタリアのカフェ&ドルチェ

旭屋出版

主婦の友社

産業編集センター

カフェビジネスで大切なことを網羅。
カフェ開業後、
手帳のようにそばにお
いて、
いつも参考にしたい内容です。

コーヒーに関するあらゆる内容を紹介。
コーヒーのアレンジドリンクやコーヒー
にあうお菓子など、
充実の内容です！

学園長の渾身の取材が結集！
イタリアのカフェ、おいしいエスプレ
ッソやドルチェ、
イタリアンスイーツの
レシピなどを紹介しています。

カフェズ・キッチンでは1F禁煙、2F喫煙、3F時間帯禁煙と、
率先してタバコの店頭表示に取組んでいます!!

カフェをはじめる人の本

最新刊!!

1F

キッチンスタジオ
講義スペース

実際の調理や講義など、授業を行う
スペースです。

2F

カフェスペース

「Cafe's CAFE」

研修用カフェ「Cafe's CAFE」。受講生であれ
ば誰でも実際の店舗運営を体験できます。

3F

サロンスペース

「カフェズ・サロン」

受講生であれば誰でも利用できる
研修用サロン「カフェズ・サロン」。

カフェ手帳

さまざまな活動
カフェ開業のスペシャリスト、食のプロとして、幅広い活動を行っています。
テレビ・ラジオ
カフェ開業の知識や技術はもちろん、一歩進んだカフェのノウハウを伝授。
経 験に基づいた直接授業、指導で開業の夢をバックアップ！

●受講生の年齢層が幅広く、男女を問わず20代〜60代までの生徒さんが通われています。そして、地方にお住まいの方も無理な
く通われています。

ＮＨＫ総合「くらしセンスアップ」、テレビ 朝日
「お願い！ランキング」、フジテレビ「バナナマン的
開業マニュアル（カフェ編）」など、テレビ番組や
ラジオ番組にも多数出演。

雑誌
「カフェ＆レストラン」で「カフェビジネス海外研修ツ
アー」が紹介されるなど、いろいろな雑誌に掲載され
ています。

企業との提携
さまざまな企業のサイトやフリーペーパー
のメニュー提案、企業の商品開発、コンサ
ルティングも行っています。

●予約制の授業スタイルなので、都合の良い曜日・時間帯で受講して頂けます。
●授業カリキュラムは、カフェのメニューで共通して学ばなくてはならない「ドリンク中心」となっていますが、夢とする自分のお
店に合ったレシピを増やして頂くために「カフェごはんコース」や「ケーキ＆パンコース」、
「ステップアップコース」などを用意
し、技術も磨いて頂けます。
●卒業後の開業率が高く、1996年の設立以来、卒業生の開業店は220店以上。継続できる〝タフなカフェ〟を作って頂きたいと
いう思いから、夢の実現に向けてサポートしています。
●開業準備に時間がかかることから、
「カフェオーナーコース」
「独立開業コース」の卒業日（受講期限）を「オープン日」とするな
ど、開業まで全面的にバックアップしていきます。

1

講師・審査員
財団法人仙台市産業振興事業団「カフェ
開業 講 座」など、カルチャースクールや
イベントの講師、コンテストの審査員など
を務めています。

3
2

一時期のカフェブームが落ち着いた昨今、しっかりとお客様のニーズを分析し、自分の得意とするプラスアル
ファを盛り込んだ店づくりが必要です。
主要なカフェ開業のポイントをあなたはクリアしていますか？

Poi

Poi

P

nt 1

お金を頂けるレベルの商品が具体的に考えられるか？

nt 2

開業資金、運転資金の見通しは立っているか？

3
oint

2F「Cafe's CAFE」では
実際の店舗同様の
現場研修が可能です。

店に付加価値（プラスアルファ）を付けられるような強みを持っているか？

卒 業 生 受 講 生 か ら の メ ッセ ー ジ
カフェオーナーコース

Message

Message

独立開業コース

『PIZZERIA 武蔵野山居』
岩田 重雄さん（埼玉県所沢市）

『Poru Poru Cafe』開業準備中
内田 雅博さん、裕子さん夫妻（静岡県浜松
市）

カフェズ・キッチンでは、カフェ開業
の知 識はもちろん開業後、運営をして
。
いくために大 切なことを学べました
も
いつ
、
方が
先生
門の
学園 長や各専
親身になって教えてくださるのが魅力
です 。授業 以外でもカ

カフェズ・キッチンには、カフェの店
舗設計
や経営知識、
スタッフの紹介に至るまであらゆ
る面でサポートしていただきました。
私の場合、
カフェズ・キッチンに入学してから11年
越しの
開業となりましたが、
長期間であっても最後ま
でサ ポートしてい
ただけたおかげで、
自分 の理 想のお店
をオープンすること

2人とも飲食業は未経験だったため
、
浜松市からカ
フェズ・キッチンに通いました。授業
は予約制で日時
を選べるので、遠方から通うことが
できました。一番
良かったのは自分が開業するカフェの
コンセプトや
地域のニーズに合わせて、
個々にア
ドバイスをもらえたことです。
カフェ
を開業するノウハウはもちろん、
長
く続けていくために大切なことやリ
スクなども教えていただき、
たくさ
んの気づきがありました。

フェについての情 報が
もらえて、カフェを開業
する仲間 がいるため、
常に 刺激 があり、心強

ができました。

かったです。

入学日の10日前までに申込用紙記載の、
いずれかの方法でご入金下さい。
●分割をご希望の方は、分割申込書を郵送しますので、ご記入後返送いただき、審査通過後入学手続き完了となります。
（審査に通らなかった場合は、他のお支払い方法を選択していただくことになります）

2008年

9月 京都体験
り

和菓子作

て
甘味堂に

入金確認後、授業カリキュラムの状況から、
ご希望に合わせて入学日を決定します。

ストレーション見学

カフェビジネス研修ツアー
グローバルな視野で知識や技術を修得するために、カフェズ・キッチンで
は国内外のカフェやレストランを巡り、お菓子作りなどを体験できる研修
ツアーを企画しています。世界中の人気のカフェを実際に体感して自分の
お店作りに役立てます。

入学日（授業初日）は、入学に際しての説明をさせていただきますので、授業開始10分前までにお越し頂き、
授業終了後、今後の受講に関する説明をさせて頂きますので、20〜30分のお時間を頂きます。
当日は印鑑・3 x 4 cmの写真2枚・筆記用具・A4サイズのバインダーテキストが入るバッグをお持ち下さい。
入学日に指定エプロン・テキスト・通学証等をお渡しします。

ペスト
プラハ&ブダ
2010年 5月
体験実習
てお菓子作り
ジェルボーに

講義だけでなく、実地での研修も非常に大切な学習だと考えています。
そこで、カフェズ・キッチンでは毎年、希望者を募って国内外での研修を
実施しています。

2010年 7月 函館

ンチレストラン
住宅地にあるフレ
ampagne」
「la maison dec

近年のビジネス研修ツアー実施事例
2011年 5月 イタリア

の三都市をめぐる研修

ヴェネツィア・ナポリ・ローマ

2010年 5月「プラハ＆ブダペスト カフェ&スイーツの旅」
カフェ＆スイーツの旅」

2009年 2月「名古屋 カフェ&スイーツの旅」
2008年 9月「京都 カフェ&スイーツの旅」

3

などなど

カフェビジネス研修ツアー
など幅広く、多角的な
活動を行っています。

申込書にて、ご希望のコース・入学希望日などを記入し、FAXまたは郵送にてお送り下さい。

アインシュペナーのデモン

2009年 5月「ウィーン＆ザルツブルグ

実習を多く含む授業構成で
確実な知識と技術が
修得できます。

入学申込みの流れ

2009年 5月 ウィーン&ザルツ
ブルグ

2010年 7月「函館 カフェ&スイーツの旅」

都合に合わせて
自由に単位を
取得できます。

●クレジットカード（JCB、VISA、マスターカード、アメックス）でのお支払いもできます。
●振込みの確認ができなかった場合は、入学手続きができませんので、次のご予約の方を優先とさせて頂きます。
●一度納入された受講料は、返金できませんのでご了承ください。

世界のカ
フェを
体感しよ
う!

2011年 5月「イタリア カフェ&スイーツの旅」

少人数制のクラス
なのでじっくりと
学ぶことができます。

学園で使用している器具や材料などを、割引価格で購入いただけます。
学園2Ｆにあるカフェ「Cafe's CAFE」のドリンクチケットをプレゼント。
2Ｆカフェ・3Fサロンでのカフェ研修・利用ができます。
カフェプランナー、デザートクリエイター、カフェレシピークリエイターの受験資格が得られます。
カフェが大好きな受講生・卒業生でつくるコミュニティー《カフェキチクラブ》に無料入会できます。

Message

短期独立開業コース、
お泊り集中短期カフェビジネスコース

西川 智恵美さん

2

ほとんどの授業で
学園長の直接授業、
指導を受けられます。

下の3つのポイントをチェックしてみましょう。ひとつでもクリアできていなければ、そこを学ぶ必要があります。

2009年 2月 名古
屋
ノリタケアウトレ

ットでショッピン

グ

（

）

コーヒー
&紅茶

1日体験入学は毎月行っています。
1 又は紅茶○
1 ）を体験頂けます。
実際の授業（コーヒー○
スクール見学も随時受付中ですので、お気軽にご予約、お問合せください。

4

Course Guide

コースガイド

あらゆるカフェビジネスのニーズに対応するために様々なコースを用意しています。
あなたにぴったりのコースを選んで、必要な知識を自分のペースで身につけられます。
ご入学は早ければ早いほど、じっくりと開業準備を積
み重ねることができ、より自分の理想のお店を早い段

カフェ開業に必要な技術と知識を修得するカフェビジネスから

階で具体的な形にできます。自分に合ったコースを選

独立開業・カフェマナーまで幅広いコースをご用意しています。

ぶには

右ページ

START

のチェックシートを活用して下さい。

あなたのカフェについての考えは？

A

独立開業とカフェマナー、

業までの
カフェ開
につける
知識を身
あらゆる

B おいしいドリンクやデザートなどを作りたい

カフェビジネスが一体化した

カフェオーナー
コース

を
店を
お店
いお
良い
り良
よ
より
に
めに
ため
る
る
す
業す た
開
開業
に
に
ズ
ズ
ー
ー
ム
ス
スム

“最もお得な”おすすめのコース。
カフェビジネスの基本的な知識と技術を身につけながら、

P7

現場での立ち居振る舞いやカフェオーナーとしての仕事と
心得を修得。さらにカフェの開業準備をバックアップしてい

カフェの開業時期について

カフェのオープンをトータルにバックアップ。
P11

B まずは基礎を学びたい

B
カフェについて、学びたい内容は？

カフェ開業に向けて主に学びたいことは？
A カフェ開業準備を具体的に進めていきたい

A カフェ全般についての基礎だけを学びたい
B ドリンクメニューだけを学びたい

B カフェ開業準備に必要な内容について学びたい

ポートまで、開業までの流れを、各受講生の進行状況に合わ

A

C 接客マナーや人気店を作るためのノウハウなど
カフェ運営について学びたい

せて、専門のサポートスタッフによりマンツーマンで進めてい
きます。

しての
ーナーと
カフェオ
学ぶ
る舞いを
立ち居振

A 基礎も含め総合的に学びたい

B

A

より良いお店を、スムーズに開業する為に、

ャルプランニング、各関連業者やデザイナーの選定などのサ

A

B いつかはやってみたいので、
そのため
にカフェについて学び、理解しながら
準備をしていきたい

きます。

物件の調査や、ショップコンセプトの立ち上げ、ファイナンシ

カフェについて学びたい範囲は？

A 開業の予定があるor数年以内には
必ず開業したい

カフェ開業に必要となる基本的な知識を学び、

独立開業
コース

B

A 自分のお店を持ちたい

A

実践形式でサービスの動線や

B

C

B

飲食の提供等を通してオーナーとしての

カフェマナー
コース

立ち居振る舞いを学ぶ。

繁盛店にはかかせないカフェ運営の常識・マナーを身に付け

P13

「再来店させる優良カフェ」づくりのノウハウを1単位6時間

カフェビジネス

かけてしっかりと修得できます。自分らしいプロフェッショナ

独立開業

ルなお店づくりのために、学園長が現場経験からつかんだノ

独立開業
コース
P11へ

カフェマナー
コース
P13へ

カフェビジネス

カフェビジネス

独立開業

カフェマナー

カフェマナー

ウハウで、充実のオリジナルテキストを使ってお教えします。

びたい方に
基礎だけ学

カフェオーナー
コース
P7へ

通信教育で学ぶ

基礎を学ぶコースから、自分に足りない知識や技術を
ピンポイントで学ぶコースまで、様々なコースをご用意しています。
※ご入学後、カフェオーナーコース・独立開業コース・カフェマナーコースへ
変更ができます。

カフェビジネスコース
コーヒー・紅茶などの知識や抽出技術から、接

短期間で基礎的なカフェビジネスの知

客サービスや収支計算、売上予測といった経

識と技術を修得したいという方のため

営についてまで修得することができます。

のコースです。

P15

自宅で好きな時間に繰り返し学習していただけるので、
お仕事で忙
しい方や主婦の方に最適なコースです。

ステップアップコース

P15へ

さらに、夫婦や親子、パートナーと一緒に学びたい方は

今の流行をとらえ、
最も旬なカフェの内容を取り入れた授業を
行います。

P17

カフェドリンク
マスターコース

遠方の方や、決まった時間がとれない方、お急

あらゆるドリンクについての知識と技

ぎの方にお薦めのコースです。

術が修得できます。

P17

一緒に学びたい
2人におすすめ！

「ペア de トータルコース」

P10

P15へ

or

短期カフェ
ビジネスコース

P10へ
ペア de カフェオーナーコース

カフェで役立つセンスを身につける！

センスアップコース

カフェ
ビジネスコース

カフェズ・キッチンへの通学が難しい方は

P17

「カフェデコレーション講座」
「チョークアート講座」
など、
料理
やカフェづくりに役立つプロのセンスが身につけられます。

お泊り集中短期
カフェビジネスコース
P16

P16

流行をとらえてステップアップ!

短期カフェビジネスコース

P15

カフェビジネス通信コース

ペア de 独立開業コース

P10へ

P16へ

P16へ

カフェビジネス
or
通信コース

お泊り集中短期
カフェビジネスコース

P17へ

カフェドリンクマスターコース

夢の実現に向けてスタート!!

ペアで学べて料金もお得なコース。
「ペア de カフェオーナー
コース」
「ペア de 独立開業コース」から選べます。

5
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カフェ開業までのあらゆる知識を身につける

Cafe's Kitchen Course Guide
独立開業

カフェオーナー
コース

■ 主な授業項目
●ショップコンセプト計画

●店舗計画、
設計、施工業者選定、工程表のチェック

●広告宣伝計画、
ツールチェック

●メニュー計画

●厨房業者選定、
必要な機器の作業動線を

●オープン前チェック
（什器備品の配置、提供等）、

●仕入業者選定

●開業後運営サポート

考えた位置配置チェック

●必要機器・備品計画
●物件確認〜物件調査

●試作・試食チェック・必要什器備品チェック

（随時。必要に応じて契約書確認）

●資金計画

「独立開業」
「カフェマナー」、
、
「カフェビジネス」
の
カフェビジネスの基本的な知識と技術を身につけながら、現場での立ち居振る舞いやカフェオーナーとしての仕事と心得を

例
カフェビジネス

Course Guide
カフェビジネス

独立開業

短期

カフェビジネス

カフェマナー

独立開業

カフェマナー

随時入学受付中!!

※受講生は、認定講習会を経てカフェプランナー4級、デザートクリエイター3級の受験資格が得られます。

カフェビジネス

*

食品衛生学
9
食品学 食品の性質（1） 10
食品学 食品の性質（2）11
材料学 器具・道具
12
材料学 コーヒー（1） 13
材料学 コーヒー（2） 14
材料学 コーヒー（3） 15
材料学 紅茶（1）
16

*
*
*

*

*
*

材料学 紅茶（2）
材料学 ココア
1単位にまとめて受講
材料学 中国茶
材料学 日本茶
材料学 ソフトドリンク
材料学 アルコール（1）
材料学 アルコール（2）
購買学（1） 仕入れ・売価の決め方

*

*

短期カフェビジネス

17
18
19
20
21
22
23
24

購買学（2） 食材の選び方
購買学（3） 食材の選び方
独立開業（1） 立地条件・開業手順
独立開業（2） プランニング
メニュー開発（1） メニュー構成・メニュー開発の手順
いずれかを受講
メニュー開発（2）レシピー作成
メニュー開発（3）レシピー作成
人事管理学・経営学

*

*

*

25
26
27
28
29
30
31
32

接客サービス学
調理学 フード（1）
調理学 フード（2）
調理学 ケーキ（1）
調理学 ケーキ（2）
デザイン学
卒業テスト
卒業製作

*
*

*
*
*

■ 短期カフェビジネス（17単位）
【1単位 約2.5時間】
カフェビジネスのカリキュラム（上記）の

* 印（1,4,5,6,8,9,11&12,14,16,19,21,22or23,26,28,30,31,32）の17単位を履修します。

毎月の授業カリキュラム表から、自由予約制の
授業スタイルで、右記の時間帯の中から
ご都合に合わせて受講いただけます。
■カフェマナー（月・水・金・日のうち月3〜4回行います）
※受講生の状況によって変則的に開講します。
（予約制・1単位6時間）
詳しくはお問い合せ下さい。

カフェマナー（P13）のカリキュラムの
1,2,10,11,12の中からいずれか1つ選択
し、受講してもらいます。

火曜日

木曜日

土曜日

日曜日

A 11：00〜13：30
B 15：00〜17：30
C 18：30〜21：00

A 11：00〜13：30
B 15：00〜17：30
C 18：30〜21：00

A 11：00〜13：30
B 15：00〜17：30

A 11：00〜13：30
B 15：00〜17：30

月曜日

水曜日

金曜日

日曜日

11：00〜17：30
（途中休憩有・昼食付）

11：00〜17：30
（途中休憩有・昼食付）

11：00〜17：30
（途中休憩有・昼食付）

11：00〜17：30
（途中休憩有・昼食付）

独立開業の授業は、それぞれの受講生の状況に合わせてマンツーマンで随時授業を行います。

3ヶ月の営業日報提出、フォロー、相談など

特
特典
典

など

店舗完成

卒業後にも割引価格でス
テップアップコースなどを
受講する事が出来ます。

店舗オープン

おもてなしの心・接客マナー／オーダー後のコーヒーの抽出手順＆コー
1 ヒーカップの選び方／実践研修（2F Cafe's CAFE）／
カフェごはんレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック

7

オーナーの役割・数値管理と分析／レジスター導入においての活用法／
実践研修（2F Cafe's CAFE）／
カフェごはんレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック

繁盛店になるお店作り／オーダー後の紅茶の抽出手順＆ティーカップ
2 の選び方／実践研修（2F Cafe's CAFE）／
カフェごはんレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック

8

メニューブック・看板・POPの作成／チョークアートで自分のお店の看
板を作ろう／実践研修（2F Cafe's CAFE）／カフェごはん・デザート
レシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック＆提供方法
メニュー試作〜レシピー作成／
実践研修（2F Cafe's CAFE）／
カフェごはんレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック

お店の一日の流れ／
4 ランチメニューカフェごはん（昼食）を各自で作製・提供 ／
実践研修（2F Cafe's CAFE）

オープン前準備のあれこれ／
10 実践研修（2F Cafe's CAFE）／
カフェごはん・デザートレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック＆提供方法

お客様に見られている視線でのふるまい方／
5 カフェごはん開発テクニック（昼食）＆盛り付け方のポイント／
実践研修（2F Cafe's CAFE）

オープン前日・当日のあれこれ／
11 実践研修（2F Cafe's CAFE）／
カフェごはんレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック＆提供方法

デザート・パフェメニューの導入＆作製＆盛り付け方のポイント／
6 設備チェック／実践研修（2F Cafe's CAFE）／
カフェごはんレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック

オープン後のあれこれ／
12 実践研修（2F Cafe's CAFE）／
カフェごはん・デザートレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック＆提供方法

納 入金（税 込）

■独立開業

7

店舗契約・設計
什器・備品等の購入
リストアップ〜注文
仕入れ業者の選定
など

作業動線確認
予行練習

受講期限：カフェビジネス+カフェマナーは入学日より15ヶ月、短期カフェビジネス+カフェマナーは入学日より9ヶ月、独立開業は「オープン日」まで（※但し「月別状況報告書」の提出義務があります）

時間割
■カフェビジネス・短期カフェビジネス

メニュー構成など

カフェマナー

メニュー構成／カフェの専門用語／カフェの原価／焼き菓子を作り、売上
3 UPに結びつけよう（作製・盛り付け・提供方法）／実践研修（2F Cafe's 9
CAFE）／カフェごはんレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック

■カフェビジネス（32単位）
【1単位 約2.5時間】
1
2
3
4
5
6
7
8

資金面の計画

■12単位【1単位 約6時間】

随時入学受付中!!

「短期カフェビジネス（17単位）」、
「独立開業」、
「カフェマナー」を履修するコースです。

カリキュラム

物件確認

カフェマナー

「カフェビジネス（32単位）」、
「独立開業」、
「カフェマナー」を履修するコースです。

短期カフェオーナーコース

特
特典
典
カフェオーナーコースを受講している方
は、ステップアップコースなどを無料 又
は割引価格で受講する事ができます。詳
しくはお問い合わせください。

修得。さらにカフェの開業準備をバックアップしていきます。

カフェオーナーコース

独立開業
ショップ
コンセプト作り など

卒 業

3つのカリキュラムが一体化した最もお得なおすすめのコース。

■事

入 学

事業計画書に、お店の
開業資金の一部の費
用 と し て 、準 備 を し
学んでいきましょう!!

など

※生徒さん１人１人の開業スケジュールに合わせたカリキュラムもマンツーマンで行っていきます。
各受講生の進行状況に合わせていくため、授業回数もその都度変わっていきます。

●人事計画

理想のカフェをオープンさせる為に学びたい

トレーニング

カフェオーナーコース
短期カフェオーナーコース

※調査、チェック等により発生する交通費は別途、ご請求させて頂きます。

※6・12・18回の分割可、クレジットカードでの支払いも可

入学金

授業料

その他費用（教材費・テキスト・設備費 等）

50,000円
50,000円

273,000円
213,000円

706,000円
633,000円

など

カフェマナーテキスト
独立開業テキスト

オリジナルエプロン&バンダナ

ビジネ
ス
または
フェビ
ジネス
＋
独立開
業
＋
カフェ
マナー
よりも

71,00
0
お得

円

特
特典
典

or
バインダー ＋
カフェビジネステキスト

計

1,029,000円
896,000円

※短期コース

教材

合

カフェ

短期カ

修了証

カフェオーナーコースを受講している方
は、ステップアップコースなどを無料 又
は割引価格で受講する事ができます。
詳しくはお問い合わせください。

8

ペアでとてもお得な「ペアdeトータルコース」

Cafe's Kitchen Course Guide

「ペア de トータルコース」卒 業 生

体 験記

夫婦や親子など、パートナーと2人でカフェオーナーを目指す方たちが一緒に学べて、とてもお得な「ペアdeトータルコース」。
実際に親子で「ペアdeカフェオーナーコース」を受講して、カフェ開業の夢を実現させた卒業生の実例をご紹介します。

「caféことり」オーナー

伊藤 さん ・三浦 さん 親子 の 場合

開業までの経緯
8月

考えていた父・伊藤哲彦さん。

「ペアde カフェオーナーコース」
「ペアde 独立開業コース」
の 2 コースからお選びいただけます。

一方、娘の三浦えり子さんは、
大好きな接客と食を結びつけ

学園長の著書を読んだことがきっかけで「カフェズ・
キッチン」を知り、見学へ

なんと

11/5

2人で学べる「ペア de カフェオーナーコース」へ

カフェズ・キッチンに入学。そして入学から約2年後、地元である横浜市鶴見区

12/3

ショップコンセプト作りの授業を行う。ショップコ
ンセプトは「女性にやさしいCafé」に決定！

でカフェを開業しました！

伊藤さんの退職をきっかけに、2人でいっしょに夢を実現することになり、

2010年

8月

メニュー開発＆作成を指導

物件決定、設計に着手

12/26

厨房機器メーカー等の紹介

カフェのシミュレーションができたのがよかったです。
親子で一緒に授業を受けることで、実際にお互いの苦

設計チェックで指導を受けたおか
げで使いやすい厨房になりました。

手な点などに気づいたり、学んだことを共有でき、カフェ
たのもよかったですね。学園の帰り道はその日の授 業を

工事開始

振り返り、実際にカフェをオープンした時のことをイメー

5/12

メニュー構成や必要な機器の授業を行う

厨房機器納品
器具・道具等納品

ジしながら親子でいろいろな話をしました。

いろいろなランチメニューを予定し
ていましたが、先輩方のアドバイスに
よって生パスタ、
ワンプレートランチ、
カレーに絞りました。

トレーニング 〜 プレオープン

オープン

「カフェマナー」
の実習の様子

棚を追 加したり、料理提供ま
での 時 間、価 格などを変 更。
料理の見た目にもアドバイス
をもらいました。

入学 か
らオープ
ン まで
学 園に
約2 年。
は最 後
まで サ
もらい、
ポートし
感 謝して
て
います！

特
特典
典

パスタを出すきっかけになりました。
授業以外でよかったことは、業者さんを紹介してもらえ
たり、いろいろな情報が入ってくることです。コーヒー豆や

近くに地区センターがあり 、カル
チャーセンターなどの受講生に人気

で、
とても助かっています。
学園には入学から開業まで親身になってサポートして

親子で

2人で学園に通ってよかったのは「親子なんですね」と声をかけ

親子で学び、カフェをやってみてよかったのは、気がねなく何でも言
いやすいことです。年代も得意分野も違うので、頼れるし、自分では思い

とです。受講生同士のつながりから、先に開業した方の話が聞けた

つかないようなアイディアを出し合えるのもメリットだと思います。

て良いのかわかりません。また、2人の作りたいお店の方向性が合ってるかも
少し不安です。

主人が今まで勤めていた会社を辞め、夫婦でカフェを開業して一緒に頑張り
たいと思っています。主人も私もカフェ業界は初めてなので2人で基礎から

夫婦で

しっかりとカフェビジネスについて学びたいと考えています。

2 人で 1 つのお店を作るにあたり、
ペアで受講する事で、お店の方向性
やコンセプトの再確認（すりあわせ）ができ、
運営方針が明確になり、安心ですよ。

2人で同じ事が学べて、学んだ
後に2人で確認が出来るので、
頭に入りやすいですし、張り合いも持
てますよ。

開店から約1ヶ月。カフェをやるのは思っていた以上に重労働です。

会社員時代は高層住宅の施工に関する仕事をしていたので、設計

でも、お客様が幸せそうな顔で食べてくれた時は本当に幸せを感じます

には自信がありましたが、実際に店舗の設計となるとこだわるべき

し、リピーターの方のスタンプカードがいっぱいになったり、お友達を

点が全く違い、設計にもアドバイスがもらえたのはよかったです。

連れてきてくださった時は本当にうれしいです。

２人でアイディアを出しながら完成し
た「カップでティラミス」
「コーヒーゼ
リー＆アイスクリーム」

『カフェを開業したい』と同じ夢を持っているパートナーと一緒にカフェオープ
友達、きょうだい、恋人など

パートナーと

9

ペアdeトータルコースを受講している方は、ステップアップコースなどを無料 又は割引価格で受講する事ができます。
詳しくはお問い合わせください。

いるのですが、カフェビジネスについての知識もあまり無く、何から手を付け

三浦 えり子さん

ていただくことが多く、いろいろな受講生とのつながりが増えたこ
り、お店の手伝いをさせてもらったことはとても有意義でした。

より良いお店を、スムーズに開業する為に、コンセプト計画・資金計画・メニュー構成など、
独立開業をトータルにバックアップする独立開業コースをペアで受講できます。

親子でカフェ開業を目指しています。いざ開業へ向けて動き出そうと考えて

お二人からのメッセージ
娘

（通常、独立開業コース 2名分の料金＝780,000円×2＝1,560,000 円）

2人で何か考えている方、こんな方におすすめ ! という事例をいくつかご紹介。

いただき、開業後も営業日報をチェックしてもらっていま
お客様が少ないアイドルタイムの対策などが課題なので、 テーブルや棚など、伊藤さんが自
作したものも多い店内
アドバイスをもらう予定です。

伊藤 哲彦さん

お得

親子でカフェを開業したい ! 夫婦で一緒に頑張りたい ! パートナーとカフェオープンを考えている…と、

す。今はオープンから約１ヶ月経ち、ランチタイム終了後、

父

1,360,000 円

お 2 人で

こんな方におすすめ !

プアップコース」などを受講したのですが、それが店で生

生パスタなど、店の近くの業者さんを紹介してもらえたの

Message

20 万 円

〜実際に開業してみて〜
また「ペアdeカフェオーナーコース」以外にも、
「 ステッ

7/20〜 「オープン前チェック」で、作業動線を考えた位置に
なっているかを学園長がチェック。シミュレーショ
ンして指導

7/31

ペアde
独立開業
コース

ナーコースの授業では「Cafe s CAFE」を使って、実際の

2人でカフェプランナー3級合格

7/4

理想のカフェをオープンさせる為に「カフェビジネス」「独立開業」「カフェマナー」の 3 つの
カリキュラムが一体化したお得なコースをペアで受講できます。

人ひとりに丁寧に指導を受けることができ、またカフェマ

1/22

6/29

（通常、カフェオーナーコース 2名分の料金＝1,029,000円×2＝2,058,000 円）

なんと

をオープンした時のお互いの役割がイメージしやすくなっ

食材仕入れ業者等紹介

お得

コーヒーは好きで、いろいろな店で飲んだりしていまし

2011年
1月

1,848,000 円

お 2 人で

たが、
入れ方となると全く分かりませんでした。
学園では一

ここで 学 んだ 生 パ スタ
は ラン チ タイムの 看 板
メニューに。

2人でカフェプランナー4級合格

10/20

ペアde
カフェオーナー
コース

〜入学から卒業まで〜

3/30〜 「ステップアップコース」の「バリスタ入門コース」
「ケーキ＆パンコース」
「カフェごはんコース」
を受講

6/11

21 万円

た 仕 事 をした いという 夢 は
あったものの、ずっと先のことだと思っていたそうです。

5月 「カフェビジネス海外研修ツアー」に
参加し、強く刺激を受ける

とってもお得 !!

お得な料金でペアと一緒に進められるコースです。

伊藤さんが「カフェビジネスコース」、
三浦さんが「短期カフェビジネスコース」に入学
物件探しを開始

9/29

「ペア de トータルコース」がが
親子で、夫婦で、パートナーと…と、夢のカフェオープン（カフェ開業）に向けての準備を、

以前からカフェをやりたいと

2009年

パートナーと一緒に学ぶなら

ンを目指しています。パートナーと2人で始めることなので、開業までのいろい
ろな事を2人で進めていきたいのですが、どちらか１人が学べば充分ですよね？

パートナーと同じ目標 に 向
かってやる為には、2 人に同
じ知識と技術が必要です。
そうすれば、
オープンしてからも安心です。
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より良いお店をスムーズに開業するために

Cafe's Kitchen Course Guide

の声
生
業
学園の指導のおかげで〝コーヒーのおいしい店〟と言っていただきました！

卒

Cafe ことの葉［カフェことのは］《京都府京都市上京区》 卒業生：川島

独立開業
コース

尚さん

以前から京都に住むことに憧れていて、家族でできる仕事をしたいと考えた結
果がカフェの開業でした。茨城県からの通学だったため、自分のペースで学べる
カフェズ・キッチンを選びました。
学園で学んだことでカフェオーナーとしての自覚と責任感が生まれ、くり返し指
導を受けることで自信がつきました。開業準備の際は厨房機器、食器等の選別や
購入までサポートしてもらい、大変助かりました。
2010年11月に京都に念願のカフェをオープン。学園で習った通りにコーヒーを入れていますが、お客様
に「コーヒーのおいしい店」と言っていただき、うれしかったです。開業後もメールなどでアドバイスをも
らったり、業者さんを紹介してもらえるので心強いです。

独立開業コースではより良いお店を、スムーズに開業する為に、
コンセプト計画、資金計画から、メニュー構成など、
独立開業をトータルにバックアップします。

学園のトータルサポートがあったから開業できました

物件の調査や、ショップコンセプトの立ち上げ、ファイナンシャルプラ
ンニング、各関連業者やデザイナーの選定などのサポートまで、開

り

ュ
メニ

ー開

発&

作製
物件

現地

調査
.
etc

..

決定
物件

決
ュー
メニ

定

備
・設
内装
...
etc

オープ
フェ

卒業生：岩本

開業することが前提の入学だったため、開業後までトータルでサポートし
てくれる独立開業コースを選びました。

入学

きるように導くコースです。開業準備には予想以上に時間がかか

学園では原価や値段設定、各種経費の考え方やまとめ方、レシピ開発の授業
が役立ちました。また学園内の「Cafe s CAFE」で、エスプレッソマシンを含めた器具の
練習やオーダー、盛りつけ、提供、片付けなど、カフェの業務を一通り経験できたのがよかったです。
2011年6月に東京・高円寺にカフェをオープン。受講中から食材や什器、店舗設計など、いろいろ
な業者の方を紹介していただき、最新の状況や今までの経験を踏まえたアドバイスをもらえて助か
りました。自分1人では、ここまで準備するのは難しかったと思います。

ります。そのため本コースでは「オープン日まで」を受講期間と
して設けていますので、余裕を持った開業準備計画をたて、理想の

独立開業コースへのご入学は、早ければ早いほどじっく

お店の実現にむけて、具体的に進めていくことができます。

りと開業準備を積み重ねることができ、より自分の理
想のお店を早い段階で具体的な形にできます。

Course Guide
独立開業コース

カフェビジネス

独立開業

学園長自ら、
カフェに
適した物件かを調査
する
「物件調査」

随時入学受付中!!

「カフェビジネス（32単位）」と「独立開業」を履修するコースです。

短期独立開業コース

食器などの選定もオーナー、
業者とともに行います

短期

カフェビジネス

随時入学受付中!!

毎月の授業カリキュラム表から、自由予約制の
授業スタイルで、右記の時間帯の中から
ご都合に合わせて受講いただけます。

「短期カフェビジネス（17単位）」と「独立開業」を履修するコースです。

カリキュラム

時間割
■カフェビジネス・短期カフェビジネス

独立開業

※受講生は、認定講習会を経てカフェプランナー4級、デザートクリエイター3級の受験資格が得られます。

悠さん

!

タッフが、マンツーマンで不明点や問題点を一緒に解決して出店で

作
プト

生の声
業
卒

Cafe Cross Point
［カフェ クロスポイント］《東京都杉並区》

ン

セ
コン
ップ
ショ

業までの流れを、各受講生の進行状況に合わせて専門のサポートス

カ

物 件が見つかる前段 階にも沢山 準備をすることがあります! 物 件を決 定する
前になるべく早く独 立開 業コースに入学することをおすすめします!!

店舗プロデュースの専門家が、
オーナー、
お客様
両方の視点に立ち、
設計図面や設備をチェック

火曜日

木曜日

土曜日

日曜日

A 11：00〜13：30
B 15：00〜17：30
C 18：30〜21：00

A 11：00〜13：30
B 15：00〜17：30
C 18：30〜21：00

A 11：00〜13：30
B 15：00〜17：30

A 11：00〜13：30
B 15：00〜17：30

■カフェマナー（月・水・金・日のうち月3〜4回行います）

月曜日

水曜日

金曜日

日曜日

■カフェビジネス（32単位）
・短期カフェビジネス（17単位）にて、基礎的なカフェビジネスの知識と技術を総合的に学ぶ。

11：00〜17：30
11：00〜17：30
11：00〜17：30
11：00〜17：30
※カフェマナー（P13）のカリキュラムの1,2,10,11,12の中からいずれか1つ
選択し、受講してもらいます。詳しくはお問い合せ下さい。（予約制・1単位6時間） （途中休憩有・昼食付） （途中休憩有・昼食付） （途中休憩有・昼食付） （途中休憩有・昼食付）

《P15のカフェビジネス・短期カフェビジネスのカリキュラムをご参照下さい》

■独立開業
独立開業コースの授業は、それぞれの受講生の状況に合わせてマンツーマンで随時授業を行います。

■ 独立開業
●ショップコンセプト計画

●店舗計画、
設計、施工業者選定、工程表のチェック

●広告宣伝計画、
ツールチェック

●メニュー計画

●厨房業者選定、
必要な機器の作業動線を

●オープン前チェック
（什器備品の配置、提供等）、

●必要機器・備品計画
●物件確認〜物件調査

（随時。必要に応じて契約書確認）

考えた位置配置チェック

●開業後運営サポート

●試作・試食チェック・必要什器備品チェック

など

※生徒さん１人１人の開業スケジュールに合わせたカリキュラムもマンツーマンで行っていきます。
各受講生の進行状況に合わせていくため、授業回数もその都度変わっていきます。

●人事計画

■事

トレーニング

●仕入業者選定

●資金計画

納 入金（税 込）

※調査、チェック等により発生する交通費は別途、ご請求させて頂きます。

※6・12・18回の分割可、クレジットカードでの支払いも可

入学金

授業料

その他費用（教材費・テキスト・設備費 等）

独立開業
コース

50,000円

218,000円

512,000円

780,000円

短期独立開業
コース

50,000円

158,000円

439,000円

647,000円

合

計

◎ご入学後カフェオーナーコースへ変更ができます。

例

物件確認

資金面の計画

メニュー構成など

店舗契約・設計
什器・備品等の購入
リストアップ〜注文
仕入れ業者の選定
など

カフェマナー
カフェマナー（P13）のカリキュラムの
1,2,10,11,12の中からいずれか1つ選択
し、受講してもらいます。

作業動線確認
予行練習

卒 業

入 学

独立開業コースを受講している方は、ス
テップアップコースなどを無料 又は割引
価格で受講する事ができます。詳しくは
お問い合わせください。

ショップ
コンセプト作り など

など

店舗完成

店舗オープン

特
特典
典
卒業後にも割引価格でス
テップアップコースなどを
受講する事が出来ます。

受講期限：カフェビジネスは入学日より14ヶ月、短期カフェビジネスは入学日より8ヶ月、独立開業は「オープン日」まで（※但し「月別状況報告書」の提出義務があります）

11

20,00
お得

0円

ペアで受講するとお得な
P10へ

3ヶ月の営業日報提出、フォロー、相談など

独立開業

特
特典
典

ビジネ
ス
または
フェビ
ジネス
＋
独立開
業
よりも

『ペアdeトータルコース』
は

※短期コース

カフェビジネス

カフェ
短期カ

or

教材
など
バインダー ＋ カフェビジネステキスト

特
特典
典

独立開業テキスト

オリジナルエプロン&バンダナ

修了証

独立開業コースを受講している方は、ステップアップコースなどを無料 又は割引価格で受講する事ができます。
詳しくはお問い合わせください。
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カフェオーナーとしての立ち居振る舞いを学ぶ

Cafe's Kitchen Course Guide

の声
受講生

カフェズ・キッチンで刺激を受け、開業を決意しました！
受講生：大石

カフェマナー
コース

あゆさん

2008年8月入学

2012年開業予定

初めはたくさんの人を笑顔にできるカフェをやりたいと漠然と思っていたので、カフェマナーコースに入学。
でも他の生徒さんから刺激を受けて開業を本気で考えるようになり、カフェオーナーコースに変更しました。
学園はアットホームな雰囲気で、生徒さんの年齢層が幅広く、いろいろな方のカフェに対する考え方を聞ける
ので店づくりの参考になります。現在は2012年の開業に向けて準備中です。
飲食店で働いた経験がないのですが、学園では充実したテキストとマンツーマンの指導で、コーヒーや紅茶の
入れ方や開業準備などの基本はもちろん、お店での立ち居振る舞いを学ぶことができました。少しずつカフェオー
ナーとしてやっていく自信がついてきましたし、開業までのサポートのおかげで効率よく準備を進めることができるので心強いです。

カフェオーナーの仕事全般や、接客サービス等の店舗での
立ち居振る舞いなどを、 実際の現場さながらの実習を

自分のペースで通えて、開業までサポートしてもらえます！

交えながら学んでいきます。
繁盛店にはかかせないカフェ運営の常識・マナーを身に付け「再来店させる優良カフェ」づくりのノウハウをしっかりと修得できます。自分らしいプロフェッ
ショナルなお店づくりのために、型にはまったものではなく、学園長が現場経験からつかんだノウハウで学園長流のオリジナルカフェマナーを充実のオリジナル

受講生：相原

直美さん

なりました。自分のペースで通えて、開業までサポートしてもらえることから、カフェズ・キッチンを選びました。

な動き方〜お客様への提供〜レジ対応〜お見送りまでといった細やかな接客対応について、実際の店舗でオーナーとしての体験を1人ずつ行っていただきます。

学園では〝お金を頂ける〟コーヒーや紅茶の入れ方や提供の仕方を実践的な授業で身につけることがで

一歩進んだカフェオーナーの知識とカフェの実際の現場でのトータル的な流れをシミュレーションし、
実践形式で学んでもらいます。 多人数への提供の難しさ や、 厨房内の動線やサービスの動線の大切さ を
理解するなど、お店をプランする前に必要な事が学べます。

き、衛生面や経営面など、カフェをやるにあたっておそろかにできないことを学べたのがよかったです。どの
カリキュラムもすべて役立ちました。
学園のカフェビジネス海外研修ツアーにも参加し、海外のカフェで実際にお菓子づくりを経験したり、
見たりすることができたのもよかったです。１人では計画できない充実した内容なのでおすすめです。

Course Guide
カフェビジネス

カフェマナー

随時入学受付中!!

「カフェビジネス（32単位）」と「カフェマナー」を履修するコースです。

短期カフェマナーコース

短期

カフェビジネス

カフェマナー

随時入学受付中!!

「短期カフェビジネス（17単位）」と「カフェマナー」を履修するコースです。

カリキュラム

2012年3月開業予定

元々、外食サービスの仕事をしていて、スポーツ施設内にオープンするカフェのオーナーを任されることに

テキストを使ってお教えします。実践形式の実習では、お客様のお迎えから始まり、的確なオーダーの取り方〜オーダーをスムーズに提供できる厨房内での効率的

カフェマナーコース

2009年9月入学

受講生
の声

時間割
■カフェビジネス・短期カフェビジネス
毎月の授業カリキュラム表から、自由予約制の
授業スタイルで、右記の時間帯の中から
ご都合に合わせて受講いただけます。
■カフェマナー（月・水・金・日のうち月3〜4回行います）

※受講生は、認定講習会を経てカフェプランナー4級、デザートクリエイター3級の受験資格が得られます。

■カフェビジネス（32単位）
・短期カフェビジネス（17単位）にて、基礎的なカフェビジネスの知識と技術を総合的に学ぶ。

※受講生の状況によって変則的に開講します。
（予約制・1単位6時間）
詳しくはお問い合せ下さい。

火曜日

木曜日

土曜日

日曜日

A 11：00〜13：30
B 15：00〜17：30
C 18：30〜21：00

A 11：00〜13：30
B 15：00〜17：30
C 18：30〜21：00

A 11：00〜13：30
B 15：00〜17：30

A 11：00〜13：30
B 15：00〜17：30

月曜日

水曜日

金曜日

日曜日

11：00〜17：30

11：00〜17：30

11：00〜17：30

11：00〜17：30

（途中休憩有・昼食付）

（途中休憩有・昼食付）

（途中休憩有・昼食付）

（途中休憩有・昼食付）

《P15のカフェビジネス・短期カフェビジネスのカリキュラムをご参照下さい》

納 入金（税 込）

■カフェマナー 12単位【1単位 約6時間】

おもてなしの心・接客マナー／オーダー後のコーヒーの抽出手順＆コー
1 ヒーカップの選び方／実践研修（2F Cafe's CAFE）／
カフェごはんレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック
繁盛店になるお店作り／オーダー後の紅茶の抽出手順＆ティーカップ
2 の選び方／実践研修（2F Cafe's CAFE）／
カフェごはんレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック

7

オーナーの役割・数値管理と分析／レジスター導入においての活用法／
実践研修（2F Cafe's CAFE）／
カフェごはんレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック

8

メニューブック・看板・POPの作成／チョークアートで自分のお店の看
板を作ろう／実践研修（2F Cafe's CAFE）／カフェごはん・デザート
レシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック＆提供方法

メニュー構成／カフェの専門用語／カフェの原価／焼き菓子を作り、売上
3 UPに結びつけよう（作製・盛り付け・提供方法）／実践研修（2F Cafe's 9
CAFE）／カフェごはんレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック

メニュー試作〜レシピー作成／
実践研修（2F Cafe's CAFE）／
カフェごはんレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック

お店の一日の流れ／
4 ランチメニューカフェごはん（昼食）を各自で作製・提供 ／
実践研修（2F Cafe's CAFE）

オープン前準備のあれこれ／
10 実践研修（2F Cafe's CAFE）／
カフェごはん・デザートレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック＆提供方法

お客様に見られている視線でのふるまい方／
5 カフェごはん開発テクニック（昼食）＆盛り付け方のポイント／
実践研修（2F Cafe's CAFE）

オープン前日・当日のあれこれ／
11 実践研修（2F Cafe's CAFE）／
カフェごはんレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック＆提供方法

デザート・パフェメニューの導入＆作製＆盛り付け方のポイント／
6 設備チェック／実践研修（2F Cafe's CAFE）／
カフェごはんレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック

オープン後のあれこれ／
12 実践研修（2F Cafe's CAFE）／
カフェごはん・デザートレシピー（昼食）＆盛り付け方テクニック＆提供方法

※6・12・18回の分割可、クレジットカードでの支払いも可

その他費用（教材費・テキスト・設備費 等）

入学金

授業料

合

計

カフェマナー
コース

50,000円

188,000円

421,000円

659,000円

短期カフェマナー
コース

50,000円

128,000円

348,000円

526,000円

◎ご入学後カフェオーナーコースへ変更ができます。
※短期コース

実際の授業風景

『現場レポート』
は
P19へ

or

教材
など
バインダー ＋ カフェビジネステキスト

特
特典
典

カフェマナーテキスト

オリジナルエプロン&バンダナ

修了証

カフェマナーコースを受講している方は、ステップアップコースなどを無料 又は割引価格で受講する事ができます。
詳しくはお問い合わせください。

受講期限：カフェビジネス+カフェマナーは入学日より15ヶ月、短期カフェビジネス+カフェマナーは入学日より9ヶ月

13

14

カフェに関する基礎知識を学ぶ

Cafe's Kitchen Course Guide

泊まりで集中的に修得したい人や通学できない人に

Cafe's Kitchen Course Guide
短期カフェビジネスコースと同じ内容を3泊4日の

お泊まり集中短期
カフェビジネスコース

カフェビジネス
コース

全4日間で修得できる短期集中コースです。
遠方の方や、決まった時間がとれない方、お急ぎの方、
物件が決まった方、お店はできたが不安な方などに
お薦めのコースです。

Course Guide
年2回 実施

カフェに必要な知識や技術を総合的に修得するコースです。

「短期カフェビジネスコース」と同じ内容を集中して短

カフェ開業に必要となる基礎が学べます。

教材

期間で学ぶことができ、ほとんどの授業で学園長の

コーヒー・紅茶などの知識や抽出技術から、接客サービスや収支計算、

カフェビジネスに必要な
基礎が学べます。

売上予測といった経営についてまで修得することができ、カフェビジネスに必要となる、

基礎的な知識と技術が学べます。

日程

内容
2012年1月21日〜24日／2012年7月21日〜24日（予定）

カフェビジネスコース

納 入金（税 込）

随時入学受付中!!
or

短期カフェビジネスコース

など

全32単位（短期は全17単位）のカリキュラムで、カフェビジネ
スに必要となる、基礎的な知識と技術が総合的に学べます。

短期カフェビジネスコース（17単位）と同じ内容

※宿泊費はふくまれておりません。
（必要な方は、学園近くのホテルを紹介いたしますので、お申し出ください。）
※6・12・18回の分割可、クレジットカードでの支払いも可

その他費用（教材費・テキスト・設備費 等）

入学金

授業料

50,000円

85,000円

バインダー ＋
オリジナルエプロン
カフェビジネステキスト ※短期コースはオレンジ

※受講生は、認定講習会を経てカフェプランナー4級、デザートクリエイター3級の受験資格が得られます。

*

食品衛生学
9
食品学 食品の性質（1） 10
食品学 食品の性質（2）11
材料学 器具・道具
12
材料学 コーヒー（1） 13
材料学 コーヒー（2） 14
材料学 コーヒー（3） 15
材料学 紅茶（1）
16

*
*
*

*

*
*

材料学 紅茶（2）
材料学 ココア
1単位にまとめて受講
材料学 中国茶
材料学 日本茶
材料学 ソフトドリンク
材料学 アルコール（1）
材料学 アルコール（2）
購買学（1） 仕入れ・売価の決め方

*

*

短期カフェビジネス

17
18
19
20
21
22
23
24

購買学（2） 食材の選び方
購買学（3） 食材の選び方
独立開業（1） 立地条件・開業手順
独立開業（2） プランニング
メニュー開発（1） メニュー構成・メニュー開発の手順
いずれかを受講
メニュー開発（2）レシピー作成
メニュー開発（3）レシピー作成
人事管理学・経営学

*

*

*

25
26
27
28
29
30
31
32

接客サービス学
調理学 フード（1）
調理学 フード（2）
調理学 ケーキ（1）
調理学 ケーキ（2）
デザイン学
卒業テスト
卒業製作

*
*

*
*
*

随時入学受付中!!

「短期カフェビジネスコース」と同じ内容を修得。

火曜日

木曜日

土曜日

日曜日

A 11：00〜13：30
B 15：00〜17：30
C 18：30〜21：00

A 11：00〜13：30
B 15：00〜17：30
C 18：30〜21：00

A 11：00〜13：30
B 15：00〜17：30

A 11：00〜13：30
B 15：00〜17：30

※個人差はありますが、集中的に単位を修得することで、最短３ヶ月で卒業されたケースもあります。
またカフェビジネスコースは最長14ヶ月まで・短期カフェビジネスコースは最長8ヶ月までの受講期間を使い、じっくり学ぶこともできます。

◎ご入学後、カフェオーナーコース・独立開業コース・カフェマナーコースへ変更ができます。

カリキュラム

※受講生は、認定講習会を経てカフェプランナー4級、
デザートクリエイター3級の受験資格が得られます。

※6・12・18回の分割可、クレジットカードでの支払いも可

カフェビジネスコース
短期カフェビ ジ ネ スコース

50,000円
50,000円

いるので、教材が届いたその日からレッスンを始めていただけ
ます。「カフェプランナー4級」と「デザートクリエイター3級」の
ることができ、修了後も開業の相談などのフォローも行います。

教材

b

など

授業料

128,000円
68,000円

その他費用（教材費・テキスト・設備費 等）

217,000円
144,000円

合

計

395,000円
262,000円

a
d

c

レポート添削

修了証
e

g

f

h

i

j
k

■カフェビジネス通信コース
食品衛生学
器具・道具
コーヒー
紅茶
日本茶

中国茶
アルコール
購買学
独立開業
メニュー開発

デザイン学
卒業テスト
修了書発行

or

u

納 入金（税 込）
入学金

50,000円

※6・12・18回の分割可、クレジットカードでの支払いも可

ビデオ、
その他費用（ テキスト、
添削用レポート、器具、材料 ）

145,000円

t

s

r

q

p

o

n

m

l

a 実習ビデオテープ or DVD 1本 60分 7講座
●

受講期限：カフェビジネス通信は入学日より6ヶ月、添削期間は延長1年まで可能

入学金

忙しい方や主婦の方に最適なコースです。道具や材料が揃って

教材が届いたその日からレッスンをはじめられます。

時間割

納 入金（税 込）

自宅で好きな時間に繰り返し学習していただけるので、お仕事で

Course Guide

受講期限：カフェビジネスは入学日より14ヶ月、短期カフェビジネスは入学日より8ヶ月

毎月の授業カリキュラム表から、自由予約制の
授業スタイルで、右記の時間帯の中から
ご都合に合わせて受講頂けます。

コースの単位が修得できます。

受験資格が得られます。また、通学の授業も受講生価格で受け

* 印（1,4,5,6,8,9,11&12,14,16,19,21,22or23,26,28,30,31,32）の17単位を履修します。

■カフェビジネスコース・短期カフェビジネスコース

298,000円

通学しなくても、短期カフェビジネス

カフェビジネス
通信コース

■ 短期カフェビジネス（17単位）
【1単位 約2.5時間】
カフェビジネスのカリキュラム（上記）の

計

修了証

■カフェビジネス（32単位）
【1単位 約2.5時間】
1
2
3
4
5
6
7
8

合

163,000円

カリキュラム
カフェビジネス

※受講生は、認定講習会を経てカフェプランナー4級、
デザートクリエイター3級の受験資格が得られます。

◎ご入学後、カフェオーナーコース・独立開業コース・カフェマナーコースへ変更ができます。

教材

随時入学受付中!!

修了証

オリジナルエプロン

バインダー ＋ カフェビジネステキスト

直接授業、指導が受けられます。

3泊4日 全4日間 【時間】終日 10：30〜21：00頃まで ※最終日は19：30頃まで

Course Guide

など

合

計

195,000円

（自分がやっている目線、見ながらの学習ができるように工夫をしました）
b 「カフェビジネスコース通信講座」専用テキスト＋専用バインダー
●

（実習レポート1〜12、課題レポート2枚、卒業テスト及び質問用紙4枚）
指定器具〈本学園使用・業務用〉
g
e
d
C
f
●アルミシフォ
ン型 ●サイフォ
ンセット ●コーヒーサーバー300
●ドリ
ップポット ●2重メッシュ茶こし
j
m
h
i
k
l
●カリタ102D
●ティースプーン
●バースプーン
●竹ベラ
●1分計
●コーヒーメジ
ャースプーン

指定材料〈本学園オリジナル〉
p
q
o
n
●アールグレー茶葉
●ダージリン茶葉
●ファースト
フラッシュダージリン茶葉 ●アッサム茶葉
r
s
u
t
●アイスコーヒー粉
●味わい楽しみブレンドコーヒー粉
●ブレンドコーヒー粉
●ウーロン茶葉

◎ご入学後、カフェオーナーコース・独立開業コース・カフェマナーコースへ変更ができます。
（要通学）

15

16

その他にもカフェビジネスのニーズに対応する様々なコース

Cafe's Kitchen Course Guide

料金表
カフェのドリンクの内容を中心に
絞り込んだコースです。
あらゆるドリンクについての知識と技術が修得できます。

ジネスを
カフェビ たい方に
学び
総合的に

カフェオーナーコース

Course Guide

コーヒー、紅茶、日本茶からアルコールなど、あらゆるドリ
ンクについての知識や技術を修得することができます。

カリキュラム

カフェオーナーコース

教材
など

バインダー ＋ カフェビジネステキスト
※時間割は、カフェビジネスコース・短期カフェビジネスコース（P15）と同じ。
※受講生は、認定講習会を経てカフェプランナー4級、デザートクリエイター3級の受験資格が得られます。

オリジナルエプロン

7 中国茶
8 ココア
9 ソフトドリンク

独立開業コース

10 アルコール（1）

※6・12・18回の分割可、クレジットカードでの支払いも可

入学金

授業料

50,000円

40,000円

その他費用（教材費・テキスト・設備費 等）

115,000円

合

卒業後又は開業後も、さらなるレベルアップを目指し、
一歩先に進んだ内容でさらなるスキルアップや、
メニューのバリエーションを増やしましょう。

お得

通常￥667.000 が 、セットにすることで

￥647,000

入学金：￥50,000
授業料：￥218,000
その他費用：￥512,000

カフェビジネス
または

短期カフェビジネス
＋
独立開業

入学金：￥50,000
授業料：￥158,000
その他費用：￥439,000

よりも

20,000円
お得

カフェマナーコース
短期

カフェマナーコース

通常￥695,000 が 、セットにすることで

￥659,000
通常￥562.000 が 、セットにすることで

￥526,000

お得に
ペアで
い方に
学びた

入学金：￥50,000
授業料：￥188,000
その他費用：￥421,000

入学金：￥50,000
授業料：￥128,000

カフェビジネス
または

短期カフェビジネス
＋
カフェマナー
よりも

36,000円
お得

その他費用：￥348,000

ペアで
受けることで

ペアde カフェオーナーコース

￥1,029,000×2＝￥2,058,000 →

ペア de 独立開業コース

￥780,000×2＝￥1,560,000 →

2 名分

￥1,848,000

210,000

￥

お得 !!

豊富なバリエーションの授業内容でお待ちしております。 以下は今までの例です。

■ケーキ＆パンコース ■カフェごはんコース ■ドッグごはん＆おやつコース ■季節のデザートコース ■バリスタ入門・養成コース
■オリジナルブレンドコーヒーをつくろう ■冷凍パンを学ぶ ■夏に向けてのドリンク＆スムージーメニュー ■思い通りのお店の作り方〜店舗設計を学ぶ
■オープン前・オープン・オープン後のカフェ経営 ■クレンリネスの知識 など

いざカフェを始めてみると「センス」が問われる場面がいっぱい。
お客様に入ってみたい！食べてみたい！と思わせるセンスを
身につけましょう。

盛りつけのコツとテクニックを学ぶ「カフェデコレーション講座」、店頭に置くボードづくりに役立つ「チョークアート
講座」、
「カフェビジネス海外研修ツアー」など、さまざまな講座を選択できます。今後も役立つ講座が開講予定！

■カフェデコレーション講座 ■チョークアート講座
■カフェビジネス研修ツアー P3
など

￥395,000

カフェビジネスコース

￥262,000

カフェドリンクマスターコース

￥205,000

カフェビジネス通信コース

￥195,000

2011.10.1〜2012.9.30

200,000

￥

入学金：￥50,000
授業料：￥128,000
その他費用：￥217,000

入学金：￥50,000
授業料：￥68,000
その他費用：￥144,000

入学金：￥50,000
授業料：￥40,000
その他費用：￥115,000

内訳

今後もさまざまな講座を予定しています。
「カフェビジネス海外研修ツアー」は年１回実施しています。

短期

ペアで
受けることで

お得 !!

内訳

随時入学受付中!!

カフェビジネスコース

￥1,360,000

内訳

Course Guide

料理やカフェづくりに役立つ
プロのセンスが身につきます。

け
基礎だ
い方に
学びた

2 名分

内訳

センスアップコース
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￥780,000

内訳

今の流行をとらえ、最も旬なカフェの
内容を取り入れた授業を行います。

随時入学受付中!!

内容

71,000円

205,000円

ケーキやパン、カフェごはんのコース、バリスタ入門・養成コース、季節のデザートコースなど、今までの実例に加えて
様々なニーズに答えられるように、豊富なバリエーションの授業内容を用意しています。

内容

独立開業コース

通常￥800,000 が 、セットにすることで

内訳

Course Guide

授業料：￥213,000

計

◎ご入学後、カフェオーナーコース・独立開業コース・カフェマナーコースやカフェビジネスコースへ変更ができます。

ステップアップコース

入学金：￥50,000

カフェビジネス
または
短期カフェビジネス
＋
独立開業
＋
カフェマナー
よりも

その他費用：￥633,000

内訳

短期

受講期限：カフェドリンクマスターは入学日より6ヶ月

納 入金（税 込）

￥896,000

授業料：￥273,000
その他費用：￥706,000

内訳

4 紅茶（1）
5 紅茶（2）
6 日本茶

通常￥967.000 が 、セットにすることで

入学金：￥50,000

修了証

■ カフェドリンクマスター 10単位【1単位 約2.5時間】
1 コーヒー（1）
2 コーヒー（2）
3 コーヒー（3）

￥1,029,000

内訳

短期

随時入学受付中!!

通常￥1,100,000 が 、セットにすることで

内訳

カフェドリンクマスター
コース

Cafe's Kitchen Price List

入学金：￥50,000
教材費（テキスト、ビデオまたは DVD、添削用レポート、器具、材料）
：￥145,000

※その他費用には教材費・テキスト・設備費などが含まれます
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カフェマナーコース実習レッスン・オープン前チェック密着レポート!

Cafe's Kitchen Course Guide

コース
カフェオーナー

ス
独立開業コー

オープン前チェックに 密着！

店舗での立ち居振る舞いを実際のカフェさながらに体験でき
カフェオーナーの仕事全般や接客サービスなど、
るカフェマナーコースの実習に密着！〝再来店させる優良カフェづくり〟を目指して奮闘する受講生たちの
様子をレポートします！
[デザート＆
パフェメニューの講義]

当日のスケジュール

今回のテーマは「パフェ作り」。オリジナルのパフェを考える際のヒント、
見た目を考えた盛りつけ方など、学園長が経験談を交えながら講義を行
います。この日の受講生は5人。各自の理解、進捗に合わせて、指導が受け
学園長の話に聞き入る受講生たち
られます。

まずは学園長自らお手本を見せます。みんなで味見した後は、実際に調理
開始。単にレシピを習うのではなく、室温の高い厨房で調理することを想
定したアドバイスや作業効率を考えた道具の使い方、ロスを出さない材料
のカットの仕方、おいしくみえる盛りつけの手順などを伝授します。
4種類のパフェの他、お昼ご飯作りを兼ねてランチメニューも調理。

限られた時間で効率よく、おいしく作
るコツ、盛りつけ方などをアドバイス

メニューの調理実習

接客実習
17:00 設備チェックの講義
17:30 終了

[接客実習]
厨房、客席、レジなどの設備が揃った「Cafe s CAFE」で、接客サービスと調理
の実習を行います。カフェオーナー役とお客さん役に分かれ、来店からオー
ダー、調理、提供、会計、お見送りまでの一連の流れを経験。
オーダーから提供までの目標時間は15分！でも30分近くかかってしまったり
して悪戦苦闘。これまで授業で習ったことを忘れてしまい、指摘される場面も カップの持ち方、コーヒーの入れ方、
提供の順番など、チェックするポイ
しばしば。知識だけでは現場はこなせないことを実感。
ントがいっぱい！

実習の狙い!
カフェオーナーとしての

[設備チェック]

2
Check

3
Check

at
G r a du

ion

作業動線
受講生が想定している作業動線を学園長がチェック！調理、提供ができる
ように什器や備品が置かれているか、どのような流れで行うかなどを一緒
に確かめていきます。

接 客 サービス
お客様にオーダーを取る、飲み物や料理を提供するといった接客サービス
を、学園長がお客様の立場に立って指導していきます。自分では気づきに
くい点を見つけることができる貴重な機会です。

作業手順
オーダーが入ってから提供するまでの一連の動きをチェック。飲み物や
料理を一番おいしい味と見た目で提供するための流れをもう一度、確認し
ます。オープンまでに変更点、修正点を見つけることができます。

チェック に 合 格 す れ ば 無 事 に 卒 業！
カフェオーナーコース、独立開業コースは、
「オープン前チェック」に
合格すると卒業となります！

立ち居振る舞いを学んで頂きます。

店舗プロデュースの専門家による講義。これまでの事例を出しながら、厨
房やフロアの設備についての考え方、注意点などを説明します。カフェ
オーナーとして、飲み物、料理以外にも気を使うべき点がたくさんあると
「常にお客様の立場で店を見ることを
気づかされる内容です。
忘れずに」
というアドバイスに納得

実際には、
自分のお店が出来てから
経験していくことを、
この授業で前
もって学べ、
本番の時にはベテラン
に達しています。

受講生の声

オープン前チェックを終えて
受講生：遠藤

真由美さん

2年後のオープンを目指して学んでいます。今回で実習は6回目ですが、オーナー側はもちろんお客様の立
場を経験することで、気づかされることがたくさんあります。頭では分かっていても、実際に現場に立つとで
きないことがいっぱいで、この実習がなかったら、実際に開業した時はどうなるんだろうと思ってしまいます。
カフェズ・キッチンは同じ夢を持った方、様々な年齢層、職業の方との出会いがあり、刺激があります。まだ
失敗ばかりですが、授業は楽しいです。カフェオーナーとして少しずつ成長しているという実感があり、開業
できる日が楽しみです！
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1
Check

11:00 講義スタート
12:30 パフェ、
ランチ
13:30 ランチを兼ねた
試食会
14:30 「Cafe's CAFE」で

[調理実習]

岩本 悠さん Cafe Cross Point（東京都杉並区）
よりスムーズにオープン日を迎えられるように、
開業日前に実際にお客様が来店されたことを想定してチェックを行う「オープン前チェック」。
什器、備品の配置、お客様のお迎えからお会計までの流れ、オーナーとしての心構えなどを再確認していきます！

今日のチェックでは厨房まわりの動線や道具、食器などの配置、お
客様に提供する料理の見た目や盛りつけなどをアドバイスしていただ
き、とても役に立ちました。自分たちも気になっていた場所がスッキリ
と使いやすくなりましたし、
開業前の不安を解消できました。
おいしいコーヒーや飲み物、イベントを楽しめ、たくさんの方が楽し
い思い出を作り、大切な経験ができるようなカフェにしていきたいで
す。
カフェズ・キッチンのサポートは開業後も続くので心強いです。

実習の狙い!
当たり前のことですが、オー
プンする前にしっかりと準備
しておかなければ、お客様を
お迎えすることができませ
ん。
お客様に満足していただき、
また来てい
ただける店かどうか、厳しい目でチェック
していきます！
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Q&A

よく あ る 質 問

カ フェ ビ ジ ネ ス の プ ロ フェッショナ ル とし て
あ ら ゆ る 角 度 か ら カ フェ 業 界 を サ ポ ート

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Q

通われている生徒さんの年齢層は
どのくらいですか？

生徒さんの年齢層はかなり幅広く、
男女問わず大体20 代〜 60代
A の生徒さんが 通われていま
す。ご年配の方でも、安心して通学
い
ただけます。

たいんですが、
短期間で基礎を修得し
得出来ますか？
Q
どの位でカリキュラムを修
短期カフェビジ
スコースですと約3ヶ月、
目安として、カフェビジネ
さんがおられ
ヶ月程度で卒業された生徒
ネスコースであれば、約2
短期間で単位を
れて頂ければ、その分、
ます。集中的に予約を入
A
修得できます。
学びたい方は、
お急ぎの方で集中的に
※物件などが決まり、特に
せください。
い合
お問
軽に
お気
、
ご相談させて頂きますので

Q 授業を実際に見学する事は出来ますか?
はい。毎月行っている1日体験入学や、随時スクール見学も受け付
A けておりますので実際に授 業を体感してみてください。詳しい内
容についてはお気軽に学園にご相談ください。
がなく、
接客サービス業の経験
カフェを開業したいが、
Q
いでしょうか?
心配です。どうすればい
店 舗で の立ち居
、接 客サービスなどの
カフェで の仕 事に 加え
ーコース」がお
マナ
式で 学べる「カフェ
振る舞いなどを実 践形
ウを丁寧 に
ウハ
だノ
A
現場 経験 から学ん
すすめで す。学園 長の
お教えします。

何の知識も経 験もありませんが、カフ
ェオーナーへの夢を実現し
Q たいと思っています。とにかくあら
ゆる知識を身につけたいと思っ
ていますが、どのようなコースがいいで
しょうか?
とにかくカフェビジネスについての
あらゆる知識を身につけたい方
のために、
「カフェオーナーコース」を設けていま
す。このコースでは
A 「カフェビジネス」「独立開業」「カフェ
マナー」の3つのカリキュラ
ムをお得に学べますので、カフェの
基礎から開業ノウハウ、接客マ
ナーまであらゆる知識を修得できま
す。

通学する事は出来ますか?
Q 遠方に住んでいますが、
）からでも通学している方は
遠方（札 幌・青森・広 島・沖縄など
滞在し卒 業した方や、地方から
A 沢山います。広島から数ヶ月間
す。
毎回 宿泊して受講される方々もいま

られないんですが、
決まった曜日に授業が受け
Q
大丈夫ですか？

カフェビジネスとは、カフェの経営だけでなく、商品企画・開発、人材管理など、
その周辺のさまざまな業務を包括した総合的な食ビジネスの形態です。

イルですので、
から、予約制の受講スタ
毎月の授業カリキュラム表
頂けます。
受講
A
授業のご予約を頂き、
ご都合の良い曜日・時間で
遠方に住んでいるため、通うことが難
しいのですが、
通学せずに受講することはできます
か?

Q

日本カフェプランナー協会は、カフェズ・キッチン、
（株）佐奈栄学園を母体として平成12年に設立。
カフェビジネスの発展に寄与しようという目的で設立され、多彩な活動を行っています。

日本カフェプランナー協会の活動

各 種 資 格 の認 定
遠方の方でも受講できるように実習ＤＶＤ
が付いた「通信コース」を設け
A ています。また、3泊4日の全4日間で
修得できる「お泊まり集中短期カフェ
ビジネスコース」もありますので、短期間で
集中して学ぶこともできます。
まだ、漠然としています。そのよう
カフェへの憧れはあるのですが、
Q
?
な時でも適したコースはありますか
ような方もたくさんおられま
通学している生徒さんの中には、同じ
フェビジネスの基 礎を学
でカ
」
ース
「カフェビジネスコ
す。まずは、
んで開業への意識が高まった
A んでみてください。基礎をしっかり学
「 独立 開業コース」や
コース」
ら、より実践 的な「カフェオーナー
能です。
「カフェマナーコース」への変更も可
飲食業界での経験は少しありますの
で、具体的にカフェ開業に向
けて
の準備を進めながら学んでいきたい
Q
と思っています。開業準
備と同時並行に学習可能でしょうか?
「独立開業コース」では、より良いお
店をスムーズに開業するために、
マンツーマンで授業を行い、コンセプ
ト計画から資金計画、メニュー
構成などより、開業に向けた実践的な
指導を行っていきます。開業準
A
備に は予 想 以 上に時間がかかります
。そのため 受講 期間を「オー
プン日まで」設けていますので、余裕
を持った開業準備計画をたて、
理想のお店の実現にむけて、具体的に
進めていくことができます。

Q

卒業後や開業後の
すでしょうか?
フォロー体制などはありま

いう卒業生たち
ェズ・オーナークラブと
カフェズ・キッチンにはカフ
います。各カフェ
定期的に会合を開いて
のメンバーシップがあり、
スしあったりして交流
報交換を行ったりアドバイ
が情
たち
ナー
オー
A
園の方にご
後の悩みなどもお気軽に学
を深めています。また、卒業
います。
ざまなアドバイスを行って
相談いただければ、さま
Q 開業後もレベルアップのため学びたいと思っているの
ですが。
お店開業後でもさらなるレベルアップのために、
ステップアップコ
A ース等、新規メニュー開発の
授業を特別割引価格で受講していた
だくことが可能です。詳しくは学園までお問い合
わせください。

日本カフェプランナー協会では、カフェビジネスで活躍できるプロの育成を目指してカフェ
プランナー、デザートクリエイター、カフェレシピクリエイターなどの資格を認定、資格試験
を実施しています。
資格の詳細は裏面へ

カフェに関わるビジネスのサポート
日本カフェプランナー協会では、店舗プロデュースやメニュー開発など、カフェビジネスにおける豊富な経験を活かし、出店オーナー様や
既存店、企業様の支援や経営コンサルティング、講演会・セミナーの講師、メディア出演など、多彩な活動を行っています。
店舗開発・プランニング

講演会・セミナー

物件調査から店舗設計、施工、機器、備品の調達などの

カフェ経営やレシピ提案など飲食業界に関わる講演、セミナー

サポートを行います。

の講師を務めています。

メディア

経営コンサルティング

テレビやラジオ出演、テレビ番組内の監修＆指導等を行って

カフェやレストランの経営に関する各種調査、分析、企画など

います。

のコンサルティング業務を行います。

メニュー開発
雑誌やサイト上、企業等のメニュー開発・指導を行っています。

概要

正会員

名 称：日本カフェプランナー協会
会 長：富田佐奈栄
所在地：〒153-0051
電 話：03-5722-0141
東京都目黒区上目黒1-18-6 佐奈栄学園ビル
F A X：03-5722-2951
設 立：2000年（平成12年）8月
目 的：カフェプランナー、デザートクリエイター、カフェレシピクリエイターの育成と各資
格の普及並びにカフェビジネスの向上に資することを目的としています。
さらに、各企業に対しての研修会等の講師やメニュー開発、各メディア、テレビ番
組内でのコメンテーター、カフェ監修や飲食の作製等を行っています。

格：カフェプランナー資格3級以上、
デザートクリエイター資格3級以上
目
的：カフェプランナー・デザートクリエイターとしての知識
や技術の向上を目指すとともに、あらゆる食関連業界
の発展に寄与する。
年 会 費：15,000円
特
典：会員証発行、勉強会の受講費無料、仕事の斡旋等
登録申込：当協会までお問い合せ下さい。

153-0051 目黒区上目黒1-18-6 佐奈栄学園ビル
TEL 03-5722-0141 FAX 03-5722-2951

カ フェ検 定
カフェについてもっと知りたい という方や、カフェが大好
きな方など、幅広い方々を対象に、カフェに関する幅広い知
識を系統化し、カフェ検定として制定することとなりました。
多くの方にチャレンジしていただき、カフェ業界全体の活性
化、レベルの向上を目指していきたいと思っています。是非、
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資

気軽に楽しみながら、自分のカフェレベルをお試し下さい！

【問合せ】toiawase@cafeplanner.net

h t t p: / / w w w. c a f e p l a n n e r. n e t

検 定 概 要
【検 定 日】 年2回開催【 5月・12月（予定）】
【検 定 料】 4,600円（税込）
［団体割引］20名以上の団体にてお申し込みいただいた場合→10％割引
【検定テキスト】 3,400円（税込）例題集＆解説テキスト
検定の出題は、本テキストの問題、及び解説を基本として出題されます。

【 検 定 範 囲 】 5つのカテゴリー ※カフェ検定要項参照
【認定レベル】 合計得点が400点以上（800点満点）の方からレベルに応じて認定カード
を発行いたします。得点に応じたランク別の認定証を発行します。
また、全受験者に採点結果を送付致します。

詳しくは日本カフェプランナー協会（03-5722-0141）までお問い合せください。
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