


受講申込書
An application form

印

記入日 平成 年 月 日

名氏

フリガナ

〒 －

TEL

e-mail

男

女

生年月日
年 月 日

携帯電話

自宅
現住所

緊急連絡先

TEL
勤務先名称

勤務先

所属部署名・役職

店舗ビジネススクール

勤務先所在地

〒 －

〒 －

FAX

TEL FAX

2008年店舗アナリスト講座

【個人情報の取扱について】
当社は、個人情報を、契約の履行、弊社からの商品・サービス等のご案内の為、利用させていただき、
お客様の承諾なしに第三者に開示・提供をいたしません。
ご記入いただいた連絡先等は、お申し込み講座に関わる連絡（受講料の請求や出欠）とエグゼプロジェクト
店舗ビジネススクールが開催する講座等のご案内、各種情報をDM・E-mailでお送りする場合に使わせて
いただきます。参加申込を確認次第、協会からご連絡いたしますが、ＦＡＸ・郵便物の行き違いにより、
確認できない場合があります。平日3日以上たっても連絡がない場合は大変お手数ですが、
協会（TEL: 03-3265-0518）までお問い合わせ願います。

日本フードアナリスト協会宛
ＦＡＸ送信先 ： ０３－３２６５－０５１９

□フードアナリスト会員 ・ □非会員 ←Ｖでご記入願います。



募集要項
Application guide

■受講資格

満18歳以上の方

■開催日程 2月2日～4月12日毎週土曜／全65時間

■受講費用

経営者・経営幹部・後継経営者及び将来幹部になる人、
店舗経営についてリアルノウハウを取得したい方

―振込先－

【名義：日本フードアナリスト協会】
三菱東京ＵＦＪ銀行 麹町中央支店 （普通） １４６３２０６
《分割払いの場合》5回払い×月額￥100,000 （振り込み手数料はご負担下さい）

■定員

■会場

30名

店舗ビジネススクール

2008年第一期店舗アナリスト養成講座

■時間 午前の部 9：30～12：40
午後の部 13：40～17：00

＊時間に変更が生じた場合は、その都度担当者からご案内させて頂きます。

■申込方法 「受講申込書」に必要事項をご記入の上、
FAX（０３－３２６５－０５１９）送信してください。
（※FAX送信の段階では「仮受付」です。）

↓
「受講申込書」を下記宛郵送してください。（本受付）
〒 102-0083 東京都千代田区一番町15-8 壱番館5階
日 本 フ ー ド ア ナ リ ス ト 協 会
「店舗アナリスト養成講座」担当宛

↓
受講初日の５日前までに指定の口座に受講料をお振込み下さい。
※ご参加を取り消される場合は、開催日より3営業日前の17時までに電話にて
ご連絡くださいますようお願いいたします。以降お取り消しの場合、ご参加料金の50％を、
当日の欠席は100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。

別途ご案内致します

一名 500,000円
（内訳：税込み。テキスト代含む。全講座500,000円のうち、フードアナ
リスト会員の方は、4級の受講料38,000円及び講座は免除扱いとなり
ます。）



店舗ビジネススクール

プロフェッショナルズ11（イレブン）と店舗経営戦略の11のステップ

STEP 1
店舗プロデュース

STEP 2
店舗デザイン・設計・

厨房システム

STEP 3
立地開発

STEP 4
店舗の立地と業種・

業態選定方法

STEP 5
店舗コンセプト

第一講座
「店舗プロデュース論総括」
～いま、店舗プロデューサーが必要とされる理由～

第二講座
「店舗デザイン・設計・厨房システム」
～プロのデザインによるその効果～

第三講座
「立地開発力」
～誰でも解る立地開発の基本とプロしか知らない裏話～

第四講座
「実践！流行る店舗の立地と業種・業態選定方法」
～“鈴木式”流行る店舗の選定法～

第五講座
「店舗コンセプト」
～飲食店の業種・業態別開業の原理原則と実際～

細田至高 Shiko Hosoda
株式会社アイアンドエス代表取締役
高島屋、大手食品会社外食事業部を経て1990年にｱｲｱﾝﾄﾞｴｽを設立。

店舗デザインからオリジナルレシピの作成まで、店舗に関するトータル
プロデューサーとして人気レストランや話題のショップを手掛ける。
また近年は店舗プロデュースアカデミーを主宰し、独立開業を目指す方への
ノウハウの伝授、構成の育成にも力を注いでいる。

五十嵐正則 Masanori  Igarashi
一級建築士
人気店舗デザイナーとして、数々の店舗設計を手掛ける。
代表作として、東京ドーム新業態店舗、羽田西ターミナル、銀座三越、
新宿三越、トヨタ博物館新館などの企画・設計。

吉泉美智雄 Michio Yoshiizumi
アースポイント代表取締役
観光開発、店舗開発の仕事に従事した後、静岡県の有力メガフランチャイジー
である株式会社MYコミュニケーションズの役員(常務)に就任。そこで、物販・
外食・リサイクル・サービスの多業態のFCに加盟し、役員として約60億円の

メガフランチャイジー企業へと牽引した実績を持つ。
あらゆる業態の立地開発、商圏調査のベテラン。

鈴木丈二 Jouji Suzuki
株式会社ベンチャーコントロール顧問
大手コンビニ「AM/PM 」の店舗開発、ラーメン業態「幸楽園」の
店舗開発等を経て、店舗開発会社ストア・デベロップメントの設立
に携わる。現在、セブンイレブンを初め、数多くの業態の店舗開発を
行う。立地開発、物件開発、商圏調査のスペシャリスト。

仁藤 功 Isao Nitou
料理コンサルタント
日本レストランエンタープライズにて、「五右衛門」をはじめとし、
和食からカレーまで様々な業態を立ち上げてきた。
他にも、炭火たん焼「舌朗」、にんにくレストラン等に携わり、
多業種に精通した繁盛店開業コンサルタント 。



店舗ビジネススクール
プロフェッショナルズ11（イレブン）と

店舗経営戦略の11のステップ

STEP 6
店舗プランニング

STEP 7
メニューと集客

STEP 8
フードビジネス論

STEP 9
サービス

＆
オペレーション

STEP 10
店舗の販促

STEP 11
財務・経理知識

第六講座
「店舗プランニング」

～実務家から見たフードビジネスの本質と実例～

第八講座
「フードで集客・収益化する方法」

～メニューと集客の“黄金ルール”を実行する
～

第九講座
「フードビジネス業界」

～“食の仕掛け人”が語るフードビジネスの世界～

第十講座
「ソフトコーディネート」

～料理40%サーヴィス60%この数字があなたは理解できますか～

第十一講座
「店舗の販促集客法」

～お客様の心を掴み繁盛店を作る販促集客のツボ～

第十二講座
「経理・財務から見る飲食店経営」

～経営の為の基礎知識、実例研究（事業開始から決算まで）～

吉澤尚志 Naoshi Yoshizawa
株式会社デリック代表取締役
株式会社ビービーインターナショナルの料理長を経て、その後数々の
店舗プロデュースを手掛ける。現在では、大手ビジネススクールの人気
講師として、メニュープランニングの指導にあたる。

松本和彦 Kazuhiko Matsumoto
有限会社プリムス代表取締役
株式会社OGMコンサルティングで、90件以上のオープンやメニュー開発に携わる。

その後、有限会社プリムスを設立。最近出版した著書「飲食店『メニューと集客』
の黄金のルール」は07年5月にｾﾌﾞﾝｱﾝﾄﾞﾜｲのビジネス書売上ﾗﾝｷﾝｸﾞにおいて

１位を記録した。

小早川陽青 Yousei Kobayakawa
株式会社シャンテクレール代表取締役
1975年渡仏後、銀座木村屋総本店料理長として入社。達人の名をほしい
ままに料理界で数々の神話を築き上げ、ムッシュの立場を不動のものと
する。現在は、様々な企業の特別顧問、料理学校の講師などを努め、
TVやイベントなどに引っ張りだこである。

山岡正弘 Masahiro  Yamaoka
大阪ターミナルホテル、南海サウスタワーホテル、ホテル阪神など関西を中心に
数々のホテルレストラン開業にてトータルマネジメント業務に携わる。2003年に

料飲総合コンサルタント事務所を設立。以後、レストラン、ブライダル事業の
コンサルティングの他、社団法人日本ホテルレストランサービス技能協会技能
検定委員、大手ビジネススクール人気講師として活躍。

恵島良太郎 Ryoutarou Ejima
2001年株式会社ガルフネットコミュニケーション入社。流通業界向けシステム
構築のSEとして、主にプラザクリエイト社などのPJを手がける。
2003年株式会社ベンチャーリンク入社。SV部にて、「牛角」を担当。
2004年株式会社ROI設立。代表取締役社長に就任。現在に至る。

古川一輝 Kazuki Furukawa
平成9年税理士資格取得、平成11年古川一輝税理士事務所を設立。
顧客の8割が飲食業、美容業の店舗展開型という、店舗経営に特化した税理士。

個人の起業前の準備から、数店舗を運営している法人までをサポートする。



店舗ビジネススクール
特別講座のご案内

フードアナリストとは・・・

食・食文化を体系的に学び、単に味覚だけでなく、レストランの内装・インテリアや料理の歴史・レストランの
法律まで、総合的に段階的に学び、レストランや料理飲食店を格付けする知識と素養を身につけた、食・食空間を
評価・分析する専門家です。レストランや料理飲食店に行って、利用者の立場で実際に飲食サービスを受け、
料理の評価だけでなく、サービス、安全性、雰囲気を総合的に評価して「1つ星」から最高で「5つ星」までの
格付けをし、推奨飲食店を主にインターネット上で公開します。幅広い知識を身につけたフードアナリストには、
食に関する様々な分野での活躍が期待されています。現在アジア最大のショッピングセンターのプロデュースや
大手食品会社の商品開発・販促プロモーションのアドバイス、飲食店のサービス改善に必要なミステリーショッパーや
レストランの衛生調査員、雑誌・専門誌での記事の執筆、カルチャーセンターでの講師等活躍の場が広がっています。
食の専門家であり消費者サイドの視点を身につけたフードアナリストには多くの分野で注目されています。

フードアナリスト4級取得講座

フードアナリスト4級取得講座

講師：藤原 浩先生
日本フードアナリスト協会

スーパーバイザー／検定試験委員

TVの構成作家に弟子入り後、番組制作業務に携る。後、CMやTVドラマなどの音楽製作プロダクションを

経て広告代理業務に従事。一連のトレンディードラマや話題のＣＭなどを多数手掛ける。
事業としてアパレルを支援し、リーバイスの販売コンテストで日本一を達成(全国20,000店舗中）。

アメリカ本社に招待されて表彰を受ける。セールスマスターとしてマーケティングアドバイザーを
兼任。その後、モータースポーツ界に転身。イタリアを拠点として世界全大陸を転戦して周る。
マネージメントしたレーサーが世界チャンピオンを獲得し、その功績からヨーロッパでの地位を確立。
ヨーロッパ生活中、スポンサーだったミシュランタイヤからレストランガイド編集部のスタッフを
紹介され、食べ歩きで各地を巡り、星の付いたレストランの記録を重ねた。食文化への興味から研究を
始める。帰国後、フードアナリストの資格に出会い有資格者となる。現在はメディアの番組企画や
構成などに携わりつつ、食の専門家としてのフードアナリストとして多くのメディアへ情報発信を
行なっている。幅広い知識とグローバルな見識でフードアナリスト育成にも尽力し、主任講師として
全国を飛び廻っている。12月からは法政大学のエクステンションカレッジ（一般教養講座）でも教鞭を

取る。

Profile

商業施設士とは・・・

生活者が日常利用しているあらゆる商業施設の、運営管理システムや店舗の構成・デザインなどを総合的に計画し、監理まで行なう
優れた専門家です。商業施設は、今や私たちの日常生活と密接に関わっています。 生活者のニーズの多様化、個性あるライフ
スタイル、高齢者や障害者の安全、安心な暮らし、ゆとりや楽しさ、快適さの追求など、日々変化する新しい生活スタイルに対応
するため、商業施設は大きな変革の時代を迎えています。街を活性化するための再開発、新たな業態へ転換するための改装や
リニューアルを進める上で、その主役は常に商業施設であり、街づくりの顔となるものです。
先進的な商業施設のイメージ、店舗の空間構成等の企画、店内外の装置や設備、コーディネイトやデザイン、ディスプレイ等の設計、
さらに施工や監理まで。商業施設士は、楽しく安全な街、情報の行き交う賑わいのある街、そして地域の文化、歴史、風土などを
活かした、豊かで質の高い街づくりを具体化することを求められる社会的に大きな役割を持つ職種です。
私たち「社団法人商業施設技術者・団体連合会」は、資格認定事業を通じてこれら店づくり、街づくり全般に必要な専門知識や
技術を有すると認める者に対して「商業施設士」の称号を付与し、プロの専門家育成を推進しています。

商業施設士試験対策講座

講座内容・・・
①学科試験対策講座 5時間
②構想試験対策講座 5時間

※別途登録金・年会費：合格後フードアナリスト協会認定会員登録には、
登録金（１万円）・年会費１年目（２万円）が必要となります。

フードアナリスト会員の方は、フードアナリスト４級取得講座の受講が免除となります。

最近では建築分野の技術者に加え、百貨店等の小売販売、卸・流通分野、IT系の通信・

情報技術、広告代理店等の商品開発・マーケティング、その他運輸、物流など、非建築系の仕事に
携わる資格者がとても増えてきています。
他にも、多岐にわたる経験や実績を活かし、自治体や関係団体からの派遣による既存店舗の診断、
街づくり制度の指導員、中小企業総合事業団の「商店街活性化シニアアドバイザー」
「中心市街地活性化タウンマネージャー」などで活躍している方もいます。






