注意：FAXでお申込みの方は、FAX送信後、事務局まで送信の旨をお電話ください。
※受信が出来ていない場合は、
お申込み完了となりませんのでご注意ください。
（TEL.03-5615-8201）

FBO公認資格 申込書

以下に必要事項をご記入の上、次のいずれかの方法でお申し込みください。
ご郵送の場合
FAXの場合
〒112-0002 東京都文京区小石川1-15-17 TN小石川ビル 7F
申込資格名

FA X 0 3 ー 5 6 1 5 ー 8 2 0 0

唎 酒 師
国際唎酒師
焼酎唎酒師
ワインコーディネーター
ソムリエ

チーズコーディネーター

フードオーガナイザー

シガーアドバイザー

スピリッツアドバイザー

パーティーコーディネーター

日本酒学講師

ビアアドバイザー

儀典オーガナイザー

中国酒類鑑定士

FBO公認講師

コーヒー＆ティーアドバイザー

酒匠

お申込みプログラム

裏面を必ずお読みの上、
ご記入ください。
1日通学
コース

受 験 プログラム

在 宅
コース

夜間通学
コース
ナビゲーター認定No.

ご連絡先情報

2日間集中
プログラム
通信プログラム
FBO公認講師
養成セミナー

「FBO公認講師養成セミナー」
ご希望の方は、
ナビゲーター資格名をご記入ください

ナビゲーター資格名

〜

日本酒学講師
講習会・試験
［3日間］

〜

酒匠
［2日間］
＊ご指定の無い場合は、
ご自宅を連絡先とさせていただきます。

国際唎酒師

受験コース
（

英語

中国語

通信コース
（

英語

中国語）

フランス語）

お支払い情報

＊お申し込みの資格、
プランによる費用をご記入ください。

りそな銀行 王子支店
普 通
１７８８７２３
口座名
料飲専門家団体連合会
お振込手数料は、
お客様のご負担となります。
また、
お支払の完了をもって、正式受注とさせていただきます。

お申し込み前に必ずお読みください
1. ご登録いただきました個人情報は、お申し込みいただきました商品、サービスの提供に必要な範囲で使用させていただく他、NPO 法人 FBO、および提携加盟団体が行う、他のイベントのご案内等に
も使用させていただく場合がございます。
また、お申込み者の同意なしに、上途以外の第三者に提供・開示する事は一切ありません。
（法令により、開示を求められた場合を除く）
2. 酒類、喫煙を伴う、資格取得に関する受講・受験への、未成年者のお申し込みは、法令に基づき、お断りいたします。
3. 年齢確認、本人確認のため、身分証明書を提示していただく事をご了承ください。
お申込み、お支払い方法について
お支払い完了をもって、正式申込（申込完了）とさせていただきます。
それぞれの決済期日までに完了しなかった場合は、ご注文の席（商品）が確保されない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
＜コンビニ振込の場合＞
コンビニ振込は、ご注文日を 1 日目と数え、5 日以内にご入金ください。
ご入金期日を過ぎてのご入金は決算ができない場合がございますのでご注意ください。
＜銀行振込の場合＞
銀行振込は、ご注文日を 1 日目と数え、5 日以内に指定口座までお振込みください。
なお、振込手数料に関しては申込者がご負担ください。
※各種講習会試験お申込み費用につきましては、ウェブサイト各資格案内「受講受験料金 / 合格後の諸費用」をご参照下さい。
尚、お申込み時 FBO 認定会員の方は、本受講受験申込から認定登録完了まで FBO 認定会員継続が必須となります。
キャンセルについて
1. 申込み完了後、8 日以内はキャンセル可能となります。
2. 返金の際は、キャンセル手数料（￥650）、およびクレジット決済の場合は、商品価格に対して、決済手数料 5％をご負担いただき、銀行へのご返金手続をさせていただきます。
3. 教材に関しては、ご返却をしていただきますが、教材に破損・汚れがあった場合は、教材費をご請求させていただきます。
4. 開催日 2 週間前を経過してからのお申し込みは、キャンセル不可となります。
受験プログラムについて
1. お支払い確認後、7 日以内に教材を発送いたします。
※上位資格「日本酒学講師」
「酒匠」
「FBO 公認講師」お申し込みの方への、教材の発送は別途、事務局よりご案内いたします。
※「チーズコーディネーター」
「ワインコーディネーター／ソムリエ」在宅コースにお申し込みの方への教材は、申込み月の翌月上旬に発送いたします。
※年末年始、夏期休暇など休業日が続く場合、教材等のお届けが遅れる場合がございますので、ご了承ください。
2. 資格認定試験は、受験資格認定講習会参加後、1 年以内に受験してください。
1 年を経過しますと、再度、受講申込みが必要となります。
受験資格保有期間は、次の通りになります。
【1 日通学コース】受講日、翌月 1 日を起算とする 1 年間
【在宅コース】教材発送、翌月 1 日を起算とする 1 年間
【夜間通学コース】第 4 回目受講日、翌月 1 日を起算とする 1 年間
3. 講習会、及び受験日の変更について
【開催日の 3 日前】無料にて変更可
【開催日前日〜 2 日前】変更手数料 ￥5,000 で変更可
※主催者側による日程変更、または公共交通機関の不通・延着（不通・遅延証明書の提出が必要）を除く。
※夜間通学コースの開催 4 日間の中で、欠席された場合は、他の日程への変更はできません。
4. 受験当日欠席の場合
再受験料（FBO 認定会員・学生・シニア￥6,000 ／ナビゲーター￥8,400 ／非会員 /12,000）で受験可
通信プログラムについて
1. 受講期間は、スタート月より 1 年以内となります。
※課題は早めにご提出いただいても、取得期間は短縮できません。
2. 受講開始は、毎月 1 日となります。
※申込み締切：毎月 25 日
例：4/1 〜 25 申込みの場合：5 月 1 日開始日
4/26 〜 30 申込みの場合：6 月 1 日開始日
教材は、お支払い確認後、7 日以内に発送いたします。
合格後のお手続きについて
資格認定試験合格後（通信プログラムの方は修了後）は、ＮＰＯ法人ＦＢＯ（料飲専門家団体連合会）に入会登録が必要となります。
※次年度年会費のお支払方法については、口座振替ご登録が必須となります。
詳細はウェブサイト各資格案内「受講受験料金 / 合格後の諸費用」をご参照下さい。
海外からのお申し込みについて
お支払いはクレジットカード決済のみとなります。
海外への教材の発送に関わる輸入関税、および諸税は、お申込み者のご負担となります。
教材酒の海外への発送は、法律上発送いたしかねますので予めご了承の上、お申し込みください。
1. 通信プログラムの申込
（1）発送指定先が海外の場合
通信費用（以下記載）が必要となります。
教材一式（教材酒除く）を発送致します。
（2）発送指定先が日本国内の場合
通信費用の必要はございません。
教材一式（教材酒含む）を発送致します。尚、添削問題全ての返送も日本国内となります。
＜通信プログラム 通信費＞
アジア：￥14,000 ／ アメリカ・オセアニア・中近東：￥18,000 ／ ヨーロッパ：￥20,500 ／ 南米・アフリカ：￥24,000
2.「受験プログラム（1 日通学コース / 在宅コース）」
「2 日間集中プログラム」の申込
（1）発送指定先が海外の場合
通信費用（以下記載）が必要となります。
教材一式（教材酒除く）を発送致します。
（2）発送指定先が日本国内の場合
通信費用の必要はございません。
教材一式（教材酒含む）を発送致します。
＜受験プログラム、2 日間集中プログラム「1 日通学コース / 在宅コース /2 日間集中プログラム」通信費＞
アジア：￥4,000 ／アメリカ・オセアニア・中近東：￥5,000 ／ ヨーロッパ：￥5,500 ／ 南米・アフリカ：￥6,000
費用等に関して
次の商品は NPO 法人 FBO が以下の受注先より代行徴収しております。
【きき酒師】日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会（株式会社酒類総研）
＜対象コース＞1 日通学コース、通信プログラム、在宅コース、夜間通学コース、2 日間集中プログラム（うち、FBO 入会金・年会費・認定料は NPO 法人 FBO）
【焼酎きき酒師】日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会（株式会社酒類総研）
＜対象コース＞1 日通学コース、通信プログラム、在宅コース、2 日間集中プログラム
【ワインコーディネーター／ソムリエ】全日本ソムリエ連盟（株式会社酒類総研）
＜対象コース＞1 日通学コース、通信プログラム、在宅コース、2 日間集中プログラム（うち、FBO 入会金・年会費・認定料は NPO 法人 FBO）
【チーズコーディネーター】チーズコーディネーター協会（株式会社酒類総研）
＜対象コース＞通信プログラム、在宅コース
【ビアアドバイザー】ビア＆スピリッツアドバイザー協会（株式会社酒類総研）
＜対象コース＞1 日通学コース、通信プログラム、在宅コース
【スピリッツアドバイザー】ビア＆スピリッツアドバイザー協会（株式会社酒類総研）
＜対象コース＞1 日通学コース、通信プログラム、在宅コース
【シガーアドバイザー】シガーアドバイザー協会（株式会社酒類総研）
＜対象コース＞通信プログラム
【コーヒー＆ティーアドバイザー】日本レストランディレクトゥール協会（株式会社酒類総研）
＜対象コース＞通信プログラム
【フードコーディネーター】フードオーガナイザー協会（株式会社酒類総研）
＜対象コース＞通信プログラム、在宅コース
【日本酒学講師】日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会（株式会社酒類総研）
＜対象コース＞1 日通学コース
【酒匠】日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会（株式会社酒類総研）
＜対象コース＞1 日通学コース
■通信プログラム、在宅コースの費用のうち教材の酒類に該当する金額は以下の通りです。
酒類は酒類販売業免許を有する株式会社サービス科学研究所よりの販売とし、その費用を料飲専門団体連合会が代行徴収することをご了承ください。
【きき酒師 / 焼酎きき酒師 / ビアアドバイザ―】
＜対象コース＞
通信プログラム ( 費用 )4,000 円 / 在宅コース（費用）2,500 円
【スピリッツアドバイザー】
＜対象コース＞
通信プログラム ( 費用 )4,500 円 / 在宅コース（費用）4,500 円
【ワインコーディネーター / ソムリエ】
＜対象コース＞
在宅コース ( 費用 )10,000 円 / 通信プログラム（費用）11,000 円
【中国酒類鑑定士】
＜対象コース＞
在宅コース（費用）4,000 円 / 通信プログラム（費用）2,500 円
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