


Cafe

Cafe

受講費

CafeDrink
個人授業コース

CafeDrink
コース

Roaster＆
CafeDrink
個人授業コース

全24時間（8日間） ￥76,800

ドリップコーヒー・サイフォン・エスプレッソマシンを使ったバリスタの技術ま
でカフェドリンクの基本を学べます。フルーツジュースなどに添えるフルーツの
カット技術も習得出来ます。

総受講時間

基本的に個人授業で仕事帰りや学校帰り、週末（土曜日）に授業が受けられます。
納得いくまでマンツーマンで教わることが出来ます。
日程、時間は予約制でご都合の良い日程と時間を選べます。

受講費 ￥98,000全18 時間総受講時間
焙煎士（Roaster）になるためのコーヒー生豆についての座学から実際に業務用
焙煎機を使用した実習やドリップコーヒー・サイフォン・エスプレッソマシンを
使ったバリスタの技術までカフェドリンクの基本も同時に学べます。
日程、時間は予約制でご都合の良い日程と時間を選べます。
ドリンクの授業18時間＋焙煎の授業8時間の全26時間のカリ キュラムになります。

受講費 ￥135,000全26 時間総受講時間

ジャパンカフェスクール
当スクールはこれからカフェ・喫茶店の開業を考えている方やコーヒー
全般の知識や技術を学びたい方への講義カリキュラムを組んでいます。
少人数制なので納得のいくまで講師が親切に教えます。
社会人のための個人授業の週末コースや夜間コースもあります。
Cafe Drink＆Food コースを受講することで、カフェや喫茶店で提供する
料理も身につけることができます。

藤原  優太
料理学校を卒業後、ホテルミラコスタベーカリーで修行。
その後スターバックスコーヒージャパンのスーパーバイ
ザー兼バリスタ、さらにブルガリジャパン（株）の表参道
ブルガリカフェでバリスタ兼スーパーバイザーとして活

躍し、2012年にFUJIS CAFEを開業。国際カフェテイス
ティング協会認定資格　エスプレッソイタリアーノテイ

スター（Espresso Italiano Taster）でもある。

坪井  吉文

受講生のライフスタイルに合わせて、平日の午前中、週末、夜間などお好きな時間に受講できます。
少人数制なので技術、知識共に理解するまで丁寧に講義を進めていきます。使用するエスプレッソマ
シンも受講生の技量に合わせていくつかのマシンでトレーニングができるようにしています。

講師

カフェスクールシステム

スクール内容
当スクールは「カフェスクール」と「バーテンダースクール」の 2つに大きく分かれています。
このほか、Cafeや喫茶店、BARに必要な料理のカリキュラムなどもあります。

※受講料金は全て消費税別になります。

平成 7年より飲食店経営。Bar、Cafe、CafeBar など多数
の店舗をプロデュース。ホテル専門学校で講師を約 10
年続け、現在も現場に立ちながら当スクールの講師を務
める。日本バリスタ協会認定のバリスタライセンス や
コーヒーマイスターなどの資格を取得している。基本的

なコーヒーの技術、知識だけでなくCafe、喫茶店、
CafeBar でのアレンジドリンクの分野では各飲料メー
カーの指導や各地で講習会も行っている。



CafeCafeDrink コースカリキュラム

1
コーヒーの歴史・コーヒー豆の種類、コーヒーの抽出方法の種類、

紅茶の種類

エスプレッソタイプのコーヒー

2
カプチーノの基本

アレンジカプチーノ

3
ドリップコーヒーの基本・サイフォンの基本

コーヒー・エスプレッソのカッピング

アイスコーヒーの作成

4

5

フレッシュジュースの作り方・スムージードリンク

カフェアルコールメニュー（アイリッシュコーヒーなど）
6

エスプレッソとカプチーノの同時抽出の練習

アレンジコーヒーメニューの制作②（シェーカーを使ったメニュー）

8

7

各技術の総復習

開店準備　保健所の申請・原価計算算出方法・

カフェの損益分岐点等の経営講義

エスプレッソ・カプチーノの同時抽出の練習

シェケラート（シェーカーを使用したアイスエスプレッソ）の作成

サイフォンの基本・ネルドリップの基本



講師

バーテンダー
短期集中コース

全36 時間 12：00 ～ 16：00 ￥98,000

地方からの受講生や短期間で受講したい方にぴったりのコースです。
１日約４時間を９日間受講していただきます。

総受講時間 受講時間 受講費

バーテンダー
個人授業コース

個別に応相談 受講費 ￥128,000全24 時間

個人授業で、夜間（18時以降）、また週末に授業が受けられます。
受講時間は予約制。ご都合のよい日程と時間を選べます。受講希望時間が不定
期な方や、個人でゆっくり受講したい方にお勧めなコースです。

総受講時間 受講時間

平成７年にBarを開業し、国内外の各種カクテルコンクールでは優勝、入賞を多数している講師が実際
に役立つ知識や技術を教えます。

■International Cocktail Competition 台湾 ＝カクテルコンペティション 
世界大会＝　テクニカル部門  1位／総合  準優勝

■（社）日本バーテンダー協会  全国バーテンダー技能競技
　関東本部大会平成 15年・16年  2年連続ベストテクニカル賞
■（社）日本バーテンダー協会  全国バーテンダー技能競技
　全国大会 ベストテイスト賞
■（社）日本バーテンダー協会
　全国フレアテンディングカクテルコンペティション　関東本部大会  優勝
■（社）日本バーテンダー協会 Ｊｒカクテルコンペティション
　関東本部大会  金賞
■（社）日本バーテンダー協会 Ｊｒカクテルコンペティション
　関東本部大会  グランプリ
■（社）日本バーテンダー協会 千葉カクテルコンクール
　平成 12 年～平成 16 年  ５年連続グランプリ

Bar

Bar

ジャパンバーテンダースクール
これからバーテンダーを目指す方やBarの開業を考えている方への授業カリキュラ
ムを組んでいます。少人数制なので納得いくまで講師が丁寧に教えます。また、
卒業後もバーテンダーの各種資格取得へのサポートをいたします。Café＆Barフー
ドコースと同時に受講すると、Bar で出す料理も身につけることができます。

坪井  吉文
平成　7年　BAR  ROBROY 開業
平成18年　（社）日本バーテンダー協会

千葉県支部  支部長就任
平成20年　（社）日本バーテンダー協会

千葉県支部  顧問就任
  「ニューウェーブカクテルテクニック」出版

▶学校法人中村学園
国際トラベル＆ホテル専門学校講師

▶シガーアドバイザー協会認定アドバイザー
▶IBA 認定インターナショナルバーテンダー

資格証書取得
▶日本バリスタ協会バリスタライセンス

JBA Barista Level 1 取得

平日の日中、夜間、また地方からの受講生や時間のない方にぴったりな短期集中コースなど、受講生の
ライフスタイルに合わせてお好きなコースを受講できます。少人数制を採用していますので技術、知識
共に理解するまで、経験豊富な講師が丁寧に講義を進めていきます。

バーテンダースクールシステム

コンクール受賞歴

受講費個別に応相談 ￥49,000全14時間（7日間）

ボトルやシェーカーを投げたりしながらカクテルを作るフレアコース。
基本的に個人授業ですので時間は相談の後に決めさせていただきます。

総受講時間 受講時間

フレア
バーテンダーコース

※受講料金は全て消費税別になります。





施設

カフェスク ール バー テンダースク ール Cafe&Barフー ドコ ース

▲カフェスク ールで使用するエスプ

レッソマシンは、 受講生一人ひとり

の技量に合わせてトレーニングがで

きるように、 いくつかのマシンを用

意しています。

▲少人数制なので講師との距離も近

く、 技術面でもわかりやすく説明が

できます。 テ ー ブルの高さも実際に

Barカウンタ ーにたったような感じに

なります。
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▲実際のCafeやBarの厨房

を想定した調理スペースで

手作りのピザやデザー トな

どを学べます。

所在地 ． お問い合わせ

一般社団法人

ジャパンフ ー ドビバレッジ
ビジネスアカデミ ー

東京都中央区日本橋3-1-16

共同ビル6階

B3出口

＊ 
＜ 
さ ●ビッグエコ ー

SMBC みずほ
日興証券銀行
． ．

中央通リ

八
重
洲
通
り

東
京
メ
ト
ロ
日
本
橋

八重洲仲通リ

外堀通り

八重洲北口

」R東京駅

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-1-16共同ビル6階

TEL:03-6910-3125
担当／坪井・清水・武井
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