
・ご入金後のキャンセルについてはいかなる場合でもご返金は致しかねます。

・お申し込み後のキャンセルにつきましては、マイページより「欠席」をご選択ください。

・同じテーマ内では振替が可能ですが、他のテーマへのお振替はできません。

・お申し込みが殺到されることが予想されます。お申込みはウェブサイトからのみ承ります。

　受付ならびにお電話ではお受けできません。

△＝予約可能・残席僅か　○＝予約可能

場所 記号 空席状況 日程 講師

恵1A 終了 8/18(火)14:00-16:00 田邉

恵1B 終了 8/19(水)19:00-21:00 太田

恵1C 満席 8/20(木)12:00-14:00 塩入

恵1D 満席 9/4(金)12:00-14:00(渋谷校) 塩入

恵1E 満席 9/5(土)12:00-14:00(渋谷校) 塩入

新1F 終了 8/17(月)13:00-15:00 山田

新1G 終了 8/17(月)19:00-21:00 吉住

新1H 終了 8/18(火)14:00-16:00 赤星

新1I 終了 8/19(水)13:00-15:00 塩入

新1J 満席 8/23(日)16:00-18:00 田邉

新1K △ 8/29(土)16:00-18:00 山田

恵2A 終了 8/18(火)19:00-21:00 田邉

恵2B 終了 8/19(水)14:00-16:00 太田

恵2C 満席 8/20(木)15:00-17:00 塩入

恵2D 満席 9/4(金)15:00-17:00(渋谷校) 塩入

恵2E △ 9/5(土)9:00-11:00(渋谷校) 塩入

新2F 終了 8/18(火)19:00-21:00 赤星

新2G ○ 8/20(木)13:00-15:00 篠原

新2H 満席 8/22(土)12:00-14:00 中尾

新2I 満席 8/23(日)13:00-15:00 田邉

新2J ○ 8/24(月)19:00-21:00 吉住

新2K 満席 8/26(水)13:00-15:00 塩入

新２L 満席 9/2(水)19:00-21:00 金海

恵3A ○ 8/20(木)19:00-21:00 岩崎

恵3B 満席 8/21(金)12:00-14:00 塩入

恵3C △ 8/23(日)13:00-15:00 信国

恵3D 満席 8/2５(火)14:00-16:00 田邉

恵3E 満席 8/29(土)12:00-14:00 塩入

恵3F △ 9/3(木)10:00-12:00(渋谷校) 塩入

恵３O 増設 9/1(火)16：30-18:30(渋谷校) 田邉

新3G ○ 8/21(金)19:00-21:00 篠原

新3H ○ 8/22(土)16:00-18:00 山田

新3I ○ 8/24(月)13:00-15:00 山田

新3J ○ 8/25(火)14:00-16:00 赤星

新3K ○ 8/27(木)19:00-21:00 中尾

新3L 満席 8/30(日)16:00-18:00 田邉

新3M 満席 9/2(水)12:00-14:00 塩入

新3N △ 9/9(水)19:00-21:00 金海

恵4A 満席 8/21(金)15:00-17:00 塩入

恵4B △ 8/22(土)12:00-14:00 塩入

4
４．品種個性を識る赤①

(赤８種)

恵比寿校

2
２．テイスティングコメント

の導き方
(赤８種）

恵比寿校

新宿校

3
３．品種個性を識る白

(白８種)

恵比寿校

新宿校

お問合せ　TEL: 0120-844-055　事務局

【お知らせ】9月1日(火)に「恵比寿校」は新校舎「渋谷校」へ移転します。ご来校の際はご注意ください

テーマ

１．テイスティングコメント
の導き方

（白８種）

恵比寿校

1

新宿校

2020年度　ソムリエ・ワインエキスパート

二次試験対策

【お申込み方法】　スクールホームぺージ　二次試験対策ページよりお申し込みをお願いいたします。

テーマ別ブラインドテイスティング / 2時間

受講料/:各回 5,５00円（税込）

　　　　受　講　申　込　規　定　※必ずお読みください



恵4C △ 8/23(日)16:00-18:00 信国

恵4D ○ 8/26(水)14:00-16:00 太田

恵4E △ 8/27(木)13:00-15:00 塩入

恵４K 増設 8/25(火)11:00-13:00 田邉

新4F ○ 8/25(火)19:00-21:00 赤星

新4G ○ 8/2７(木)13:00-15:00 篠原

新4H ○ 8/29(土)12:00-14:00 中尾

新4I △ 8/31(月)13:00-15:00 山田

新4J 満席 9/2(水)15:00-17:00 塩入

4
４．品種個性を識る赤①

(赤８種)

恵比寿校

新宿校



恵5A 満席 8/25(火)19:00-21:00 田邉

恵5B △ 8/28(金)13:00-15:00 塩入

恵5C 満席 8/30(日)17:00-19:00 信国

恵5D 満席 9/3(木)13:00-15:00(渋谷校) 塩入

恵5E △ 9/12(土)12:00-14:00(渋谷校) 塩入

新5F ○ 8/28(金)19:00-21:00 篠原

新5G △ 8/30(日)13:00-15:00 田邉

新5H ○ 8/31(月)19:00-21:00 吉住

新5I ○ 9/1(火)19:00-21:00 赤星

新5J ○ 9/3(木)19:00-21:00 中尾

新5K ○ 9/9(水)10:00-12:00 塩入

恵6A ○ 8/26(水)19:00-21:00 太田

恵6B ○ 8/27(木)19:00-21:00 岩崎

恵6C △ 8/30(日)13:00-15:00 信国

恵6D 満席 9/1(火)19:00-21:00(渋谷校) 田邉

恵6E △ 9/12(土)9:00-11:00(渋谷校) 塩入

恵6F ○ 9/14(月)13:00-15:00(渋谷校) 飛田

新6G ○ 9/1(火)14:00-16:00 赤星

新6H ○ 9/3(木)13:00-15:00 篠原

新6I ○ 9/5(土)12:00-14:00 中尾

新6J 満席 9/6(日)13:00-15:00 田邉

新6K ○ 9/7(月)19:00-21:00 吉住

新6L △ 9/9(水)13:00-15:00 塩入

恵7B ○ 9/1(火)14:00-16:00(渋谷校) 田邉

恵7C ○ 9/10(木）10:00-12:00(渋谷校) 塩入

恵7D ○ 9/18(金)12:00-14:00(渋谷校) 塩入

恵7E ○ 9/20(日)13:00-15:00(渋谷校) 信国

新7F △ 9/6(日)16:00-18:00 田邉

新7G ○ 9/7(月)13:00-15:00 山田

新7H ○ 9/8(火)14:00-16:00 赤星

恵8A △ 9/2(水)19:00-21:00(渋谷校) 太田

恵8B ○ 9/11(金)10:00-12:00(渋谷校) 塩入

恵8C ○ 9/13(日)13:00-15:00(渋谷校) 信国

恵8D ○ 9/20(日)16:00-18:00(渋谷校) 信国

恵8E ○ 9/23(水)14:00-16:00(渋谷校) 太田

恵8F ○ 9/24(木)19:00-21:00(渋谷校) 岩崎

新8G △ 9/8(火)19:00-21:00 赤星

新8H ○ 9/12(土)12:00-14:00 中尾

新8I 満席 9/13(日)13:00-15:00 田邉

新８J 増設 9/6(日)19:00-21:00 田邉

恵9A ○ 9/2(水)14:00-16:00 太田

恵9B ○ 9/6(日)13:00-15:00 信国

恵9C ○ 9/17(木)12:00-14:00 塩入

恵9D △ 9/19(土)10:00-12:00 塩入

恵9E ○ 9/22(火)16:00-18:00 田邉

新9F ○ 9/10(木)19:00-21:00 中尾

新9G ○ 9/12(土)16:00-18:00 山田

新9H ○ 9/15(火)14:00-16:00 赤星

8
8．テイスティング特訓

（白赤８種）
パターン③

渋谷校
（新校舎)

新宿校

9
9．テイスティング特訓

（白赤８種）
パターン④

渋谷校
（新校舎)

新宿校

6
6．テイスティング特訓

（白赤８種）
パターン①

恵比寿校

新宿校

7
7．テイスティング特訓

（白赤８種）
パターン②

渋谷校
（新校舎)

新宿校

5
５．品種個性を識る赤②

(赤８種)

恵比寿校

新宿校



恵10A 満席 8/22(土)18:00-20:00（恵比寿校） 塩入

恵10B 満席 9/15(火)16:00-18:00 田邉

恵10C ○ 9/27(日)13:00-15:00 信国

恵10D △ 10/9(金)16:00-18:00 塩入

新10E ○ 9/10(木)13:00-15:00 篠原

新10F △ 9/21(月・祝)12:00-14:00 山田

新10G 満席 9/23(水)15:00-17:00 塩入

恵11A △ 9/6(日)16:00-18:00 信国

恵11B ○ 9/10(木)19:00-21:00 岩崎

恵11C 満席 9/17(木)15:00-17:00 塩入

恵11D △ 9/30(水)14:00-16:00 太田

新11E 満席 9/13(日)16:00-18:00 田邉

新11F △ 9/17(木)19:00-21:00 中尾

恵12A 満席 9/11(金)13:00-15:00 塩入

恵12B ○ 9/17(木)19:00-21:00 岩崎

恵12C 満席 9/24(木)13:00-15:00 塩入

恵12H 増設 9/22(火)19:00-21:00 田邉

新12D ○ 9/14(月)13:00-15:00 山田

新12E ○ 10/1(木)13:00-15:00 篠原

新12F △ 9/21(月・祝)19:00-21:00 吉住

新12G △ 10/7(水)15:00-17:00 塩入

恵13A 満席 9/8(火)19:00-21:00 田邉

恵13B 満席 9/10(木)13:00-15:00 塩入

恵13C 満席 9/25(金)15:00-17:00 塩入

恵13D 満席 9/27(日)16:00-18:00 信国

新13E ○ 9/14(月)19:00-21:00 吉住

新13G 満席 9/16(水)15:00-17:00 塩入

新13H 満席 9/20(日)16:00-18:00 田邉

恵14A ○ 9/3(木)19:00－21:00 岩崎

恵14B △ 9/8(火)14:00-16:00 田邉

恵14C ○ 9/9(水)19:00-21:00 太田

恵14D △ 9/23(水)19:00-21:00 太田

恵14E ○ 9/24(木)10:00-12:00 塩入

新14F ○ 9/16(水)12:00-14:00 塩入

新14G ○ 9/17(木)13:00-15:00 篠原

新14H ○ 9/19(土)12:00-14:00 中尾

新14I 満席 9/20(日)13:00-15:00 田邉

恵15A ○ 9/9(水)14:00-16:00 太田

恵15B ○ 9/13(日)17:00-19:00 信国

恵15C ○ 9/19(土)13:00-15:00 塩入

恵15D △ 9/22(火)13:00-15:00 田邉

恵15E ○ 10/1(木)13:00-15:00 塩入

新15F ○ 9/19(土)16:00-18:00 山田

新15G ○ 9/22(火・祝)13:00-15:00 赤星

新15H ○ 9/23(水)12:00-14:00 塩入

新15I △ 9/27(日)13:00-15:00 田邉

恵16A ○ 9/15(火)13:00-15:00 田邉

恵16B ○ 9/16(水)19:00-21:00 太田

恵16C ○ 9/18(金)15:00-17:00 塩入

恵16D △ 9/26(土)11:00-13:00 塩入

恵16E ○ 10/8(木)10:00-12:00 塩入

新16F ○ 9/24(木)13:00-15:00 篠原

新16G ○ 9/26(土)12:00-14:00 中尾

新16H ○ 9/28(月)13:00-15:00 山田

新16I ○ 9/29(火)14:00-16:00 赤星

新16J △ 9/30(水)19:00-21:00 金海

16

16．総まとめ
テイスティング
（白赤８種）
パターン③

渋谷校
（新校舎)

新宿校

14

14.総まとめ
テイスティング

(白赤8種)
パターン①

渋谷校
（新校舎)

新宿校

15

15．総まとめ
テイスティング
（白赤８種）
パターン②

渋谷校
（新校舎)

新宿校

12

12．リキュール
その他のお酒

10種

渋谷校
（新校舎)

新宿校

13
13．酒精強化
その他のお酒

10種

渋谷校
（新校舎)

新宿校

10

10．蒸留酒
その他のお酒

10種
パターン①

渋谷校
（新校舎)

新宿校

11

11．蒸留酒
その他のお酒

10種
パターン②

渋谷校
（新校舎)

新宿校



恵17A △ 9/15(火)19:00-21:00 田邉

恵17B ○ 9/16(水)14:00-16:00 太田

恵17C △ 9/29(火)19:00-21:00 田邉

恵17D ○ 10/4(日)13:00-15:00 信国

恵17E 満席 10/10(土)14:00-16:00 塩入

新17F ○ 9/15(火)19:00-21:00 赤星

新17G ○ 9/25(金)19:00-21:00 篠原

新17H ○ 9/26(土)16:00-18:00 山田

新17I 満席 9/27(日)16:00-18:00 田邉

新17J ○ 9/28(月)19:00-21:00 吉住

新17K ○ 9/29(火)19:00-21:00 赤星

新17L △ 9/30(水)16:00-18:00 塩入

恵18A △ 9/29(火)14:00-16:00 田邉

恵18B ○ 9/30(水)19:00-21:00 太田

恵18C ○ 10/1(木)10:00-12:00 塩入

恵18D ○ 10/4(日)16:00-18:00 信国

恵18E 満席 10/9(金)13:00-15:00 塩入

新18F ○ 9/18(金)19:00-21:00 篠原

新18G ○ 9/22(火・祝)19:00-21:00 赤星

新18H ○ 10/2(金)19:00-21:00 篠原

新18I ○ 10/1(木)19:00-21:00 中尾

新18J ○ 10/5(月)13:00-15:00 山田

恵19A 満席 10/2(金)13:00-15:00 塩入

恵19B 満席 10/6(火)14:00-16:00 田邉

恵19C △ 10/7(水)19:00-21:00 太田

恵19D △ 10/11(日)13:00-15:00 信国

新19E ○ 10/3(土)12:00-14:00 中尾

新19F ○ 10/3(土)16:00-18:00 山田

新19G △ 10/7(水)12:00-14:00 塩入

恵20A 満席 10/2(金)10:00-12:00 塩入

恵20B 満席 10/3(土)11:00-13:00 塩入

恵20C 満席 10/6(火)19:00-21:00 田邉

恵20D ○ 10/7(水)14:00-16:00 太田

恵20E 満席 10/8(木)13:00-15:00 塩入

新20F △ 9/23(水)19:00-21:00 金海

新20G △ 9/30(水)10:00-12:00 塩入

新20H 満席 10/4(日)16:00-18:00 田邉

新20I ○ 10/6(火)19:00-21:00 赤星

新20J ○ 10/8(木)19:00-21:00 中尾

新20K ○ 10/9(金)19:00-21:00 篠原

恵21A ○ 10/1(木)19:00-21:00 岩崎

恵21B ○ 10/8(木)19:00-21:00 岩崎

恵21C 満席 10/9(金)10:00-12:00 塩入

恵21D 満席 10/10(土)11:00-13:00 塩入

恵21E 満席 10/11(日)16:00-18:00 信国

新21F 満席 9/30(水)13:00-15:00 塩入

新21G 満席 10/4(日)13:00-15:00 田邉

新21H ○ 10/6(火)14:00-16:00 赤星

新21I △ 10/7(水)19:00-21:00 金海

新21J ○ 10/8(木)13:00-15:00 篠原

新21K 増設 ９/27(日)19:00-21:00 田邉

20

20．【絶対に外せない】
最終チェック
（白8種）

渋谷校
（新校舎)

新宿校

21
21．【絶対に外せない】

最終チェック
（赤8種）

渋谷校
（新校舎)

新宿校

18

18．【本番想定】

模擬試験
パターン②

渋谷校
（新校舎)

新宿校

19

19．【本番想定】

模擬試験
パターン③

渋谷校
（新校舎)

新宿校

17

17．【本番想定】

模擬試験
パターン①

渋谷校
（新校舎)

新宿校


