
ぎ　　のう　　そく　　てい　　　し　　けん

こうざ　　　　    ぜんこく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        こうざ               じゅこう

にほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   きょうかい　　　　　 にほんご

ほか

えん　 　 ぜいこみ　　　     う          い         きぎょう   ふたんぶん

  ごうけい  きんがく　　　　　　　　　　　　　      えん　　　　　　　　           じゅこうせい                              えん     ぜいこみ         ふたん

しょかい　　　　　　　　　     えん                      かい     かく                      えん

とく　てい　    ぎ　  のう　　　　      ごう　　　       いん   しょく   りょう  ひん   せい  　ぞう   ぎょう

特定技能 1 号 「飲食料品製造業」

じゅ     けん      ごう     かく                           しゅう  しょく                 せい      かつ                                                             し       えん

受験合格から就職 ・ 生活サポートまで支援します。

                              　  じかん                          にちかん                   もぎ         しけん                  じかん              ふん

      ２時間 ×２１日間 ＋ 模擬試験 （１時間３０分）

　　じゅこうりょう        

■受講料

かい はら                             　えん      ぜいこみ           じむ     てすうりょう                     えんふく

５５,０００円 ( 税込 )/ 受け入れ企業負担分

合計金額は１３２,０００円ですが、 受講生は７７,０００円 ( 税込 ) 負担。

３回払い　７８,１００円 ( 税込 ・ 事務手数料１,１００円含む )

初回３０,９００円、 ２～３回　各２３,６００円

こう   ざ   かい さい ぜん  じつ                        じ  ぜんにゅうきん               ひっす                            みつ い    すみとも   ぎん こう     あか  さか   し  てん            ふつう                                               めいぎ

※講座開催前日までの事前入金が必須です。 三井住友銀行 赤坂支店／普通 8839554 ／名義 フードアナリストコウザグチ

( コースは１カ月で修了 )

とく　てん

特典

にちかん           　　こうざ               じゅこう              さいしゅうび                        もぎしけん いってい　　　        せい せき                                

　にほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                    きょうかい　 にん てい                      むりょう               ふよ

お問い合わせ

〒102‐0082　

東京都千代田区一番街　15-8　壱番館五階　

E-mail：info@foodanalyst.jp HP：http://www.foodanalyst.jp
一社 日本フードアナリスト協会　TEL 0120  650  519　

運営：フードアナリスト・プロモーション株式会社

じゅ けん たい さく

受験対策スクール

がい こく じん      はたらき                                 しょくひん                                     かん  けい        ふか        ゆうりょう       あっせん ぎょうしゃ       しょうかい

※外国人が働きやすい、食品メーカーと関係が深い優良な斡旋業者を紹介します。また、善良な登録機関とも提携しています。
ぜんりょう       とう  ろく   き  かん                 れんけい

講義は N4 レベルに対応した、 とてもゆっくりと丁寧な日本語で行います。
こう   ぎ                                                      たい　おう てい　ねい              に   ほん    ご            おこな

※本試験申込には最低日本語検定 N4 合格が必須です。
ほん  し   けんもうしこみ               さい  てい  に  ほん   ご   けん てい                ごう かく           ひっす

　　　　　　　　　　　　ていいん　　　　　　　　しだい　しめき

定員になり次第締切ります。

　　    　WEB 講座は全国どこからでもパソコン、 スマホ、 iPhone で講座が受講できます。

■受講対象
じゅこうたいしょう　　

ベトナム、 中国、 フィリピン、 インドネシア、 タイ、 ミャンマー、 カンボジア、

ネパール、 モンゴル、 バングラデシュ、 ラオス、 スリランカ　他

７７,０００円 ( 税込 )/ 受講生負担分
 えん          ぜいこみ                  じゅ こう    せい    ふたん     ぶん

■日程
にってい

かいじょう

■会場

(      )

■カリキュラム

■お問合せ TEL　０１２０　６５０　５１９　日本フードアナリスト協会 ( 日本語 )
といあ

ちゅうごく

６月１日 ( 水 ) ～６月３０日 ( 木 )
７月１日 ( 金 ) ～７月３０日 ( 土 )

■模擬試験 ６月度 ： ６月３０日 ( 木 )、 ７月度 ： ７月３０日 ( 土 )
もぎ　　　　しけん

技能測定試験

  ごう  かく  ほ  しょう

メリット１・合格保証
しゅうしょくしょう かい   ほ  しょう

メリット２・就職紹介保障

 ねん い   ない           なん　ど　　　　　  むりょう       う

1 年以内なら何度でも無料で受けられます。

(一定の日本語力は必要 )
いっ てい　　　に   ほん ご りょく　　 ひつ よう

一定条件のもとに合格された方弊社関係先の

食品メーカーに紹介を保証します。

 いっ　ていじょうけん                         ごう  かく                  かた  へい しゃ かん  けい  さき

しょくひん　                          しょう かい       ほ  しょう

かげつ　　　しゅうりょう

     おさ              　　じゅ　　こう　　せい

ぎ　 　のう　　そく　　てい　　　し　　けん

６月度

７月度

がつど

がつど

２２日間の講座を受講し最終日の模擬試験で一定の成績 (７０％)

を修めた受講生には 「フードアナリスト ・ ベーシック」

( 日本フードアナリスト協会認定 ) を無料で付与いたします。

WEB



もぎしけん

日本フードアナリスト協会の WEB 「特定技能１号飲食料品製造受験対策スクール」 は
にほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  きょうかい　　　                             とくてい      ぎのう            ごう  いんしょくりょう ひん  せい   ぞう   じゅけん     たいさく

WEB 講座＋スマホアプリ学習で、 １００％合格を目指します。
　こうざ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がくしゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　ごうかく　　　　   めざ

１０００枚を超える資料を使い、写真やイラストを大量に使って飲食料品製造を知らない受講生にもわかりやすく講義をします
　　　　まい　　  こ                しりょう        つか               しゃしん                                        たいりょう     つか             いんしょくりょうひんせいぞう        し                        じゅこうせい                                                         こうぎ

( 教室毎に日本語で質問してください。)
きょうしつまい　　　  にほんご           しつもん

２２日間 (１日２時間 ・ 合計４４時間 ) のライブ WEB 講義で内容を深く理解します。

模擬試験はライブの WEB 講座ですので、 質問などにもお答えします。

単語帳１冊

問題集１冊

単語帳練習アプリ A( 単語帳１問１答アプリ )

問題練習アプリ B( 問題演習４択アプリ )

にちかん　　　 にち        じかん            ごうけい             じかん                                                        こうぎ          ないよう         ふか        りかい

こうぎ　　　　　　　　　　　　　 しつもん　　　　　　　　　　　 こた

たんごちょう　　　さつ

もんだいしゅう　  さつ

たんご ちょうれんしゅう　　　　　　　　　　たんご ちょう    もん 　 とう

もんだいれんしゅう　　　　　　　　　　もんだいえんしゅう　　 たく

難しい日本語を正しく理解し覚えます。　※外国在中の場合はデータで進呈
むず　　　　　　にほんご　　　  ただ                 りかい       おぼえ                                        がいこくざいちゅう        ばあい                                     しんてい

本番を想定した問題を練習し覚えます。　※外国在中の場合はデータで進呈
ほんばん        そうてい              もんだい       れんしゅう     おぼえ                                       がいこくざいちゅう        ばあい                                     しんてい

テキスト３冊の中の難しい日本語の単語をゲーム感覚で覚えます。( 日本語→日本語 )
さつ　　 なか      むずか                 にほんご            たんご                               かんかく       おぼ　　　　　　　　　　　　にほんご　　　　　にほんご

テキスト３冊の重要内容を、本番を想定した問題をゲーム感覚で解いて覚えます。( 日本語→日本語 )
さつ　　じゅうようないよう                ほんばん       そうてい               もんだい                             かんかく         と              おぼえ                                 にほんご               にほんご

フードアナリスト ・ ベーシックについては

年会費や登録料も一切無料です。
ねんかいひ　　　　　　   とうろくりょう           いっさい       むりょう

★フードアナリスト資格は食関係の資格の中で「就職・転職に有利な資格」１位にランキングされる優良資格です。就職・転職の際の履歴書に

「フードアナリスト・ベーシック」( 外国人限定 ) と書くことができますので就職・転職活動を有利に進めることができます。

しかく　　　 しょくかんけい            しかく            なか              しゅうしょく       てんしょく          ゆうり             しかく                      い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆうりょう   しかく                       しゅうしょく      てんしょく        さい            りれきしょ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                         がいこくじんげんてい　　　　　　  か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうしょく　　 てんしょく  かつどう             ゆうり           すす

第22回　 7月30日　土　16：00～18：00　模擬試験＋解説　

第22回　  6月30日　木　16：00～18：00　模擬試験＋解説　


