
ナチュラルチーズ検定

一般社団法人 日本チーズアートフロマジェ協会
〒１０3－００01  東京都中央区日本橋小伝馬町16-2 東事協ビル2Ｆ
TEL：03-6264-0530　e-mail : info@cheeseart-fromager.jp

CAFA R

ナチュラルチーズ検定
2023年開催月 2月 ・5月・8月・11月

親しい仲間同士で
受けることが可能です。

講師を指名し
プライベート開催が出来ます。

とっておきのチーズライフを
楽しみたい！

チーズカット実習
（ワイン・副食材付き）

プライベートサロン
のように少人数で開催

2名集まれば、
講師の出張が可能

業界初！
体験型
検定

チーズのカット体験ができるチーズ入門検定！

チーズアート

This is ART,
you can eat!
チーズアートは感動を生む技術

詳しくはHPで＞＞

お申込み締切：1/28( 土 )
2023 2  4 5 6/ ( 日) ( 月)・・

検定1日講習
2/7(火 ) ～ 13(月 )

オンライン試験

(土)

開催日程： 講習会場： 講師：協会本部　CAFAJ 研修センター 村瀬美幸2/5( 日 ). 2/6( 月 )

　チーズのことを初めて学ぶ方に最適です。
　チーズの種類・タイプを学びます。
　チーズのカットの基礎、ナイフの使い方を実習します。
　チーズプラトー（1～4人前）を制作します。

・受検対象は 講習日に１８歳以上の方
・講習受講の際は、チーズナイフ3種（ﾊﾝﾄﾞﾘﾅｰ、ｵﾒｶﾞﾅｲﾌ、ｸﾛﾀﾝﾅｲﾌ）をご用意ください。
・チーズナイフ3種をお持ちでない方は、お申込み時に併せて購入が出来ます。

・チーズの種類、タイプ別のチーズの特徴、チーズの旬
・チーズの味わい方、食材との組み合わせ、料理への活用

・チーズプラトーとは
・道具の使い方
・基本カットの実習
・チーズの保存方法
・チーズとワインのテイスティング

会場で受講

古くより、チーズのつくり手たちは、気候風土に

合わせ、自然のこえと対話しながらその土地な

らではのチーズをつくってきました。個性あふ

れるチーズの味に、五感に働きかける魅力を加

える『美味しさの技法』が『チーズアート』です。このチーズの美味しさを引き

出す『チーズアート』の技法を通し、笑顔が広がり、感動を生みます。

どんな検定？

教養プログラム

技術プログラム

通　学 オンライン

通　学 オンライン

CAFA

認定
認定証
＆

バッチ
送付

オンライン
学科試験
30分検定セット

お届け

教養・技術プログラム

教養・技術プログラム
オ
ン
ラ
イ
ン

通
　
学

【講習費・受検料】  35,200円（税込）

講義2時間

実習3時間

お申込みから認定まで

「チーズアート」
とは

cheeseart

受検を終えて

Voice

ナチュラル
チーズ検定

オンラインライブ受講

　　ナイフの持ち方やカット方法など細かく説明が
あり、 とて も分かりやすかったです。           S.T 様

　　ただ切って盛り付けるのではなく、 
チーズにあった副菜の選び方や、 見て
楽しめる盛りつけで、 チーズの味わい
を格段と UP できることを感じました。
　　          　　 　　　　　　　K.K 様

     実際にやるとやらないでは
大違い。 カットの実習もあり、
実用的な内容を教えて頂きま
した！ 　　　　　　　　　C.F 様

お申込み
＆

テキスト
お届け

技術講習

課題を制作し、レポートで提出

【認定料・入会金】  3,300円（税込）

■通学の方：実習のチーズはお持ち帰り、オンラインの方：講習セット(チーズ・ワイン)をお届け。
■未成年者はソフトドリンクを提供。

検定講習内容（１日講習）

検定・資格のご案内

検定 ステップアップ !
専門資格に挑戦 !チーズスタイリング検定

「おもてなし」ができる

専門家
資格 チーズエキスパート

目利きを高める

フロマジェ
チーズアートを磨く

ナチュラルチーズ検定基礎を知って楽しめる
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