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■ 山口県生まれの広島県育ち。 

■ 関西大学 経済学部卒。 

■ 某メーカー勤務後、会員制バーを継承し、３０年以上。 

■ 中・四国一の歓楽街に自社ビルを建てた 

   ＢＡＲ（客席約４０）は、創業から５８年以上！ 

■ バー開業指導、ネット上のビデオ講座、カクテル教室、 

    全国的人気のホームページ運営など、その活動は、 

 ＮＨＫ放映、全国紙掲載など、各種マスコミで紹介。 

     信頼度の指標に！    

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 創業から５９年目を迎える会員制バー・オーナーが作成。 

■ ＮＨＫでもテレビ放映！カクテル教室、セミナー１０年以上。 

■ 三井ガーデンホテルなど、プロへの指導や 

   伊藤忠丸紅鉄鋼など、企業のカクテルセミナーなども。 

■ リクルート「通信講座大事典」で、注目講座として紹介。 

■ 「ヤフー・インターネット・ガイド」で、カクテル講座紹介。 

■ ネット上のカクテル講座は、最高の「５つ星講座」に認定。 

■ 家庭画報の別冊、日経ネットナビなどに掲載。 

■ 中国新聞情報誌や、広島の季刊誌「がんぼ」連載。 

■ ヤフー！ＪＡＰＡＮの「カクテル」登録サイト。 

   ＠ニフティのオススメ「ビッピーズ」認定サイト。 

■ 複数のサイトが、全て、ヤフー、グーグルなどで、 

    検索上位表示の人気サイトを運営。 

    「カクテル講座」「バーテンダースクール」など 

細田 信治 

広島市中区薬研堀１－１０ 

（ te l )   ０８２－２４１－７２８３ 

( u r l )   http://bartender.jp/ 

     http://bar-open.com 

     http://bartender-academy.com 

（mail）   fizz@bar-open.com 

ババーー開開業業ババイイブブルル＆＆ババーー経経営営ババイイブブルル  

動動画画１１８８時時間間半半  ＋＋  音音声声７７時時間間半半  ＝＝  合合計計２２６６時時間間・・全全２２００巻巻  

http://my-fizz.com/
http://bar-open.com/
http://bartender-academy.com/
mailto:fizz@bar-open.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知知識識ゼゼロロかからら、、基基礎礎をを丁丁寧寧にに解解説説！！  
  
  
  

      リリキキュューールルっってて、、甘甘いいおお酒酒ののこことと？？  

      シショョーートト・・カカククテテルルはは、、ききつついいおお酒酒？？  

      シシェェーーククはは、、８８のの字字にに振振るるののがが基基本本？？  

      ・・・・・・ここれれららはは、、全全てて間間違違いいでですす。。  

 

【初級編ＤＶＤ・・・目次】  

     ＤＩＳＫ，１   ・・・１時間２４分１６秒 

第第１１章章  講講座座のの主主張張  
 ■第１節 ごあいさつ 
 ■第２節 講座の説明 
 ■第３節 間違いだらけのバー 
 ■第４節 誰でもカンタンにカクテルはできる！ 
 ■第５節 重要！やってはいけない８の字シェーク！予告編 

第第２２章章  おお酒酒ににつついいてて  
 ■第１節 お酒って、何？知る必要あるの？ 
 ■第２節 お酒の区別は、カクテル作りに必要！ 
 ■第３節 ちょっぴり歴史のお勉強！ 

第第３３章章  カカククテテルルににつついいてて  
 ■第１節 カクテルとは？ ショート、ロングの誤解！ 
 ■第２節 カクテル作りの技法と、重要なポイント！ 
 ■第３節 バーテンダー・セットは買うな！ 
 ■第４節 重要！やってはいけない！８の字シェーク！ 

第第４４章章  カカククテテルル作作りりのの技技法法  
 ■第１節 カッコよく、ボトルを扱う！ 
 ■第２節 重要！メジャー・カップの盲点を知れ！ 

第第５５章章  すすっっききりり、、ささっっぱぱりり  『『レレモモンン・・リリキキュューールル』』  
 ■第１節 レモン・リキュールについて 
 ■第２節 重要！カクテル作りのヒント！ 
 ■第３節 カクテルを作ってみよう！ 

第第６６章章  おお洒洒落落でで、、ききれれいいなな  『『オオレレンンジジ・・リリキキュューールル』』  
 ■第１節 ブルーのオレンジ・リキュール 
 ■第２節 重要！カクテル作りのヒント！ 
 ■第３節 カクテルを作ってみよう！ 
 ■第４節 カッコいい、バーでの注文の仕方！ 

     ＤＩＳＫ，２   ・・・１時間５０分１９秒 

第第７７章章  『『レレシシピピ』』  ににつついいてて  
 ■第１節 レシピの暗記は必要か？ 
 ■第２節 レシピの読み方で、つまずくな！ 

第第８８章章  『『スステテアア』』  ににつついいてて  
 ■第１節 バー・スプーンの持ち方 
 ■第２節 重要！ステアの基本は、アミダのポーズ？ 
 ■第３節 ステアの、カクテル作り一連の流れ 

第第９９章章  『『ウウォォッッカカ』』  ににつついいてて  
 ■第１節 「ウォッカ」って、何？ 
 ■第２節 知れば面白い「ウォッカ」の歴史 
 ■第３節 「ウォッカ」の主な銘柄 
 ■第４節 スーパー・プレミアム・ウォッカなど 

第第１１００章章  ウウォォッッカカ・・ベベーーススののカカククテテルル  
 ■第１節 重要！「モスコミュール」で基礎の勉強！ 
 ■第２節 重要！「ソルティ・ドッグ」で技法を！ 
  ・・・・・・・・・・スノー・スタイルの作り方 
 ■第３節 重要！「ソルティ・ドッグ」で技法を！ 
  ・・・・・・・・・・果汁の絞り方の注意点 
 ■第４節 黒いウォッカの使用方法 

第第１１１１章章  リリキキュューールル③③//誰誰ももがが知知っってていいるる定定番番！！  
 ■第１節 このフルーツと、リキュールについて 
 ■第２節 重要！リキュールの選び方の基準！ 
 ■第３節 カクテルを作ってみよう！ 

第第１１２２章章  リリキキュューールル④④//ココニニャャッックク・・メメーーカカーーがが作作っったた絶絶品品  
 ■第１節 このフルーツと、リキュールについて 
 ■第２節 カクテルを作ってみよう！ 

     ＤＩＳＫ，３   ・・・１時間５７分２６秒 

第第１１３３章章  アアルルココーールル度度数数ににつついいてて  
 ■第１節 アルコール度数の計算方法 
 ■第２節 具体的な計算例 

第第１１４４章章  『『シシェェーークク』』  ににつついいてて  
 ■第１節 シェークの基礎/持ち方 
 ■第２節 重要！シェークは拝みのポーズから！ 
 ■第３節 重要！シェークのポイント～注ぎ方まで！ 
 ■第４節 重要！シェークの意味/総集編 

第第１１５５章章  『『ララムム』』  ににつついいてて  
 ■第１節 「ラム」とは？～歴史まで 
 ■第２節 「ラム」のエピソード～種類 
 ■第３節 「ラム」の主な銘柄 

第第１１６６章章  ララムム・・ベベーーススののカカククテテルル  
 ■第１節 カクテルのエピソードと作り方 
 ■第２節 「ブルー・ハワイ」でレシピ調整を習得！ 
 ■第３節 「ブルー・ハワイ」を作ろう！ 
 ■第４節 重要！レシピの意味と、このカクテルの応用 

第第１１７７章章  リリキキュューールル⑤⑤//銘銘柄柄名名ととリリキキュューールル名名をを混混同同？？  
 ■第１節 このリキュールについて 
 ■第２節 カクテルを作ってみよう！ 

第第１１８８章章  リリキキュューールル⑥⑥//楊楊貴貴妃妃のの愛愛ししたたフフルルーーツツかからら！！  
 ■第１節 このフルーツと、リキュールについて 
 ■第２節 カクテルを作ってみよう！ 

■■■■■■  ここのの初初級級編編がが、、どどうう役役立立つつかか！！内内容容のの一一部部ををどどううぞぞ  ■■■■■■  

カカククテテルルのの基基礎礎！！ババーーテテンンダダーーへへのの第第一一歩歩  

シシェェーーククだだけけでで、、約約３３００分分もものの解解説説！！  
  
  
  

      シシェェーーククのの動動画画、、ＨＨＰＰににももあありりまますすよよねね。。  

      ででもも、、せせいいぜぜいい５５分分ぐぐららいいののもものの。。  

      ははっっききりり言言っってて、、全全くく参参考考ににななりりまませせんん。。  

      ・・・・・・詳詳細細なな解解説説でで、、どど素素人人かかららＯＯＫＫでですす！！  

 

本本当当のの果果汁汁のの絞絞りり方方ととはは？？  
  
  
  

      ＣＣＭＭででもも、、果果汁汁をを絞絞るるシシーーンンあありりまますすよよねね。。  

      ププロロかからら見見れればば、、ああれれはは最最悪悪のの絞絞りり方方！！  

      どどううすすれればば、、おおいいししいい果果汁汁をを絞絞れれるるかか？？  

      ・・・・・・絞絞りり方方、、驚驚ききのの真真実実ががわわかかりりまますす！！  

 

リリキキュューールルのの分分量量はは？？  
  
  
  

      カカククテテルルレレシシピピのの基基礎礎的的考考ええ方方をを習習得得。。  

      リリキキュューールルにによよっっててはは、、分分量量暗暗記記不不要要。。  

      そそのの明明確確なな理理由由をを理理解解しし、、ププロロのの道道へへ！！  

      ・・・・・・レレシシピピ暗暗記記にに、、惑惑わわさされれななくくななりりまますす！！  

■■ババーー開開業業ババイイブブルル・・初初級級編編  

【Ｄ Ｖ Ｄ】 ３枚＝約５時間１２分 

【解説書】 ＤＶＤ重点マニュアル 

※価格は値上げの可能性あり 

サイトで、価格をご覧下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中級編ＤＶＤ・・・目次】  

     ＤＩＳＫ，４   ・・・１時間３０分００秒 

第第１１９９章章  ググララススのの扱扱いい方方ににつついいてて  
 ■第１節 グラスの種類 
 ■第２節 グラスの扱い方について 

第第２２００章章  ワワンンラランンクク上上のの  『『スステテアア』』  ににつついいてて  
 ■第１節 重要！バー・スプーンのお洒落な利用法 
 ■第２節 重要！ステアのステップ・アップ 

第第２２１１章章  『『ジジンン』』  ににつついいてて  
 ■第１節 「ジン」とは？～歴史まで！ 
 ■第２節 「ジン」の種類と、主な銘柄 

第第２２２２章章  ジジンン・・ベベーーススののカカククテテルル  
 ■第１節 重要！定番「ジン・トニック」の味の調整 
 ■第２節 ショートの定番「ホワイト・レディ」 
 ■第３節 重要！カクテルの王様「マティーニ」！ 
 ■第４節 重要！「マティーニ」から学ぶカクテルのミソ！ 

第第２２３３章章  リリキキュューールル⑦⑦//ビビタターー系系リリキキュューールルのの代代表表！！  
 ■第１節 ２種類の代表的リキュール 
 ■第２節 カクテルを作ってみよう！ 

第第２２４４章章  リリキキュューールル⑧⑧//爽爽ややかかなな甘甘味味でで大大人人気気！！  
 ■第１節 このリキュールについて 
 ■第２節 カクテルを作ってみよう！ 

     ＤＩＳＫ，５   ・・・１時間４６分５４秒 

第第２２５５章章  デデココレレーーシショョンンににつついいてて  
 ■第１節 重要！デコレーションの基本 
 ■第２節 重要！デコレーションを作ってみよう！① 
 ■第３節 重要！デコレーションを作ってみよう！② 

第第２２６６章章  ワワンンラランンクク上上のの  『『シシェェーークク』』  ににつついいてて  
 ■第１節 重要！シェークのステップアップ！ 
 ■第２節 重要！シェーク上達へのポイント！ 

第第２２７７章章  『『テテキキーーララ』』  ににつついいてて  
 ■第１節 「テキーラ」とは？～歴史まで！ 
 ■第２節 メキシコのお酒と、テキーラ 
 ■第３節 テキーラの主な銘柄 

第第２２８８章章  テテキキーーララ・・ベベーーススののカカククテテルル  
 ■第１節 定番「マルガリータ」！ 
 ■第２節 たくさんの材料を使うカクテル 

第第２２９９章章  リリキキュューールル⑨⑨//リリキキュューールルのの女女王王！！  
 ■第１節 このリキュールについて 
 ■第２節 カクテルを作ってみよう！ 

第第３３００章章  リリキキュューールル⑩⑩//貴貴婦婦人人とと賞賞さされれるるリリキキュューールル！！  
 ■第１節 このリキュールについて 
 ■第２節 重要！カクテルを作ってみよう！ 

     ＤＩＳＫ，６   ・・・１時間２３分１０秒 

第第３３１１章章  フフルルーーツツのの扱扱いい方方ににつついいてて  
 ■第１節 フルーツの基本 
 ■第２節 重要！フルーツを切ってみよう！① 
 ■第３節 重要！フルーツを切ってみよう！② 

第第３３２２章章  『『ブブラランンデデーー』』  ににつついいてて  
 ■第１節 「ブランデー」とは？～歴史まで！ 
 ■第２節 「ブランデー」の種類 
 ■第３節 「ブランデー」の主な銘柄① 
 ■第４節 「ブランデー」の主な銘柄② 
 ■第５節 余談・・・「ヘネシー社」について 

第第３３３３章章  ブブラランンデデーー・・ベベーーススののカカククテテルル  
 ■第１節 重要！さっぱり絶品のカクテル① 
 ■第２節 重要！さっぱり絶品のカクテル② 
 ■第３節 重要！「飲み方は？」のカクテル 

     ＤＩＳＫ，７   ・・・１時間３７分４９秒 

第第３３４４章章  リリキキュューールル⑪⑪//王王室室御御用用達達のの有有名名リリキキュューールル！！  
 ■第１節 このリキュールについて 
 ■第２節 カクテルを作ってみよう！ 

第第３３５５章章  リリキキュューールル⑫⑫//杏杏仁仁豆豆腐腐をを思思いい出出すす？？  
 ■第１節 このリキュールについて 
 ■第２節 カクテルを作ってみよう！ 

第第３３６６章章  リリキキュューールル⑬⑬//健健康康志志向向ののリリキキュューールル？？  
 ■第１節 このリキュールについて 
 ■第２節 カクテルを作ってみよう！ 

第第３３７７章章  『『ワワイインン』』  ににつついいてて  
 ■第１節 「ワイン」とは？ 
 ■第２節 「ワイン」の分類 
 ■第３節 「ワイン」の品種と産地 
 ■第４節 「フランス・ワイン」について 
 ■第５節 余談・・・「高級ワイン」 

第第３３８８章章  ワワイインン・・ベベーースス  ののカカククテテルル  
 ■第１節 「ワイン・ベース」のカクテルを作ってみよう！ 

第第３３９９章章  『『ビビーールル』』  ににつついいてて  
 ■第１節 「ビール」とは？～歴史まで！ 
 ■第２節 「ビール」の種類 
 ■第３節 「ビール・ベース」のカクテル！ 

ワワンンラランンクク上上のの知知識識・・技技術術ををママススタターーししたたいい方方へへ！！セセミミ・・ププロロにに！！  

ワワンンラランンクク上上ののワワザザととはは？？  
  
  
  

      ババーー･･ススププーーンン、、驚驚ききのの使使用用法法がが！！  

      シシェェーークク！！ププロロののレレベベルルにに、、どどうう近近づづくくかか？？  

      ワワザザへへのの疑疑問問をを、、動動画画でですすっっききりり解解決決！！  

      ・・・・・・ププロロをを目目指指すす方方はは、、必必見見でですす！！  

■■■■■■  ここのの中中級級編編がが、、どどうう役役立立つつかか！！内内容容のの一一部部ををどどううぞぞ  ■■■■■■  

フフルルーーツツのの切切りり方方、、飾飾りり方方ととはは？？  
  
  
  

      今今ささらら聞聞けけなないい基基礎礎もも、、徹徹底底的的にに解解説説。。  

      ここのの基基礎礎をを習習得得すすれればば、、自自由由自自在在！！  

      すすぐぐにに使使ええるる技技かからら、、驚驚ききのの裏裏ワワザザままでで！！  

      ・・・・・・動動画画だだかかららここそそ、、習習得得ももカカンンタタンンでですす。。  

大大人人気気リリキキュューールルをを、、厳厳選選ししてて解解説説！！  
  
  
  

      飲飲んんででおおききたたいい、、絶絶品品ののリリキキュューールル！！  

      ププロロととししてて、、知知っってておおききたたいい銘銘柄柄をを厳厳選選。。  

      取取扱扱いい必必須須のの、、重重要要ななアアイイテテムムばばかかりり。。  

      ・・・・・・購購入入ししてて間間違違いいなないいももののばばかかりりでですす！！  

カカククテテルルのの王王様様～～特特殊殊カカククテテルルままでで！！  
  
  
  

      カカククテテルルのの王王様様  「「ママテティィーーニニ」」！！  

      絶絶品品のの  「「ホホーーセセズズ・・ネネッックク」」！！  

      目目かかららウウロロココのの裏裏ワワザザばばかかりり！！  

      ・・・・・・本本物物のの作作りり方方をを、、じじっっくくりりママススタターー！！  

■■ババーー開開業業ババイイブブルル・・中中級級編編  

【Ｄ Ｖ Ｄ】 ４枚＝約６時間１８分 

【解説書】 ＤＶＤ重点マニュアル 

※価格は値上げの可能性あり 

サイトで、価格をご覧下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上級編ＤＶＤ・・・目次】  

     ＤＩＳＫ，８   ・・・２時間１８分２８秒 

第第４４００章章  『『有有名名リリキキュューールル』』  とと銘銘柄柄ににつついいてて①①  
 ■第１節 「果実系リキュール」 
 ■第２節 「ウイスキー・ベースのリキュール」 

第第４４１１章章  『『有有名名リリキキュューールル』』  とと銘銘柄柄ににつついいてて②②  
 ■第１節 「薬草・香草系リキュール」 
 ■第２節 「ナッツ・種子・核系リキュール」 
 ■第３節 「特殊系リキュール」 

第第４４２２章章  『『ウウイイススキキーー』』  ににつついいてて  
 ■第１節 「ウイスキー」とは？ 
 ■第２節 「スコッチ・ウイスキー」について 
 ■第３節 「アイリッシュ・ウイスキー」について 
 ■第４節 「アメリカン・ウイスキー」について 
 ■第５節 「カナディアン・ウイスキー」について 
 ■第６節 「ジャパニーズ・ウイスキー」について 

第第４４３３章章  ウウイイススキキーー・・ベベーーススののカカククテテルル  
 ■第１節 定番「マンハッタン」 
 ■第２節 「ウイスキー・サワー」 
  ＋余興「シェーカーの片手振り」 
 

     ＤＩＳＫ，９   ・・・２時間０４分１４秒 

第第４４４４章章  そそのの他他ののカカククテテルル・・ベベーーススににつついいてて  
 ■第１節 「焼酎」について 
 ■第２節 「アクアビット、コルン、ピンガ」について 
 ■第３節 「中国酒」について 
 ■第４節 「清酒＝日本酒」について 

第第４４５５章章  ププロロへへのの道道＝＝第第１１弾弾  

  ・・・・・・・・・・何何層層ににもも分分かかれれるるカカククテテルル  
 ■第１節 「プース・カフェ」について 
 ■第２節 「プース・カフェ」の作り方 

第第４４６６章章  ププロロへへのの道道＝＝第第２２弾弾  

  ・・・・・・・・・・カカククテテルル・・ススタタイイルル、、ホホッットト～～フフロローーズズンン  
 ■第１節 「～フィズ」 「～クーラー」 「～サワー」について 
 ■第２節 「ジン・フィズ」について 
 ■第３節 「ホット・カクテル」について 
 ■第４節 「フローズン・カクテル」について 

  
第第４４７７章章  ププロロへへのの道道＝＝第第３３弾弾  

  ・・・・・・・・・・レレシシピピのの意意味味//総総集集編編  
 ■第１節 「カクテル・レシピ」ファイルの使用方法について 
 ■第２節 「カクテル・レシピ」ファイルの説明編 
 ■第３節 「レシピは覚えるな！理解しろ！！」 
  

     ＤＩＳＫ，１０   ・・・０時間５８分１０秒 

第第４４８８章章  ププロロへへのの道道＝＝第第４４弾弾  

  ・・・・・・・・・・カカククテテルルのの改改良良～～実実践践へへ！！  
 ■第１節 カクテルの改良「ピンク・レディ」の場合 
 ■第２節 「オリジナル・カクテル」創作について 
 ■第３節 複数のカクテルを、同時に作成！！ 

第第４４９９章章  ププロロへへのの道道＝＝第第５５弾弾  

  ・・・・・・・・・・ＦＦＩＩＺＺＺＺのの  『『イインンパパククトト・・カカククテテルル』』！！  
 ■第１節 ２個のシェーカーを同時に振る方法！！ 
 ■第２節 「ＦＩＺＺ/特殊カクテル①」 
   ・・・・２個のシェーカーで作るカクテル！ 
 ■第３節 「ＦＩＺＺ/特殊カクテル②」 
   ・・・・文字・記号などを書き、飲みきるまで残るカクテル！ 
 

     ＤＩＳＫ，１１   ・・・１時間２６分５６秒 

第第５５００章章  ププロロへへのの道道＝＝第第６６弾弾  

  ・・・・・・・・・・シシンンググルルモモルルトトににつついいてて  
 ■第１節 「シングル・モルト・ウイスキー」について 
 ■第２節 「シングル・モルト・ウイスキー」の産地 
 ■第３節 「オフィシャル・ボトル」と「ボトラーズ・ブランド」 

第第５５１１章章  ププロロへへのの道道＝＝第第７７弾弾  

  ・・・・・・・・・・シシンンググルル・・モモルルトト制制覇覇とと、、経経営営！！  
 ■第１節 「シングル・モルト・ウイスキー」 
   のテイスティングについて 
 ■第２節 「シングル・モルト・ウイスキー」制覇の最短方法！ 
 ■第３節 経営における知識と技術の習得とは？ 
 
 
 ■最後に・・・・・・・・・・ 

ププロロののババーーテテンンダダーー、、そそししてて「「ババーー開開業業」」をを目目指指さされれるる方方へへ！！  

カカククテテルルレレシシピピ、、暗暗記記不不要要ののココツツととはは？？  
  
  
  

      誰誰ももがが悩悩むむ、、カカククテテルルレレシシピピのの暗暗記記！！  

      どどのの程程度度ののカカククテテルルををママススタターーすすれればば？？  

      どどううすすれればばレレシシピピをを覚覚ええななくくてて済済むむののかか？？  

      ・・・・・・驚驚ききのの方方法法にに、、ああななたたはは出出会会いいまますす。。  

■■■■■■  ここのの上上級級編編がが、、どどうう役役立立つつかか！！内内容容のの一一部部ををどどううぞぞ  ■■■■■■  

重重要要リリキキュューールルをを、、全全てて解解説説！！  
  
  
  

      数数百百ののリリキキュューールル、、何何をを買買ええばばよよいいののかか？？  

      必必要要最最低低限限ののアアイイテテムムととはは？？  

      在在庫庫はは、、ででききるる限限りり置置かかなないいののががベベスストト！！  

      ・・・・・・ババーー開開業業にに必必要要なな銘銘柄柄をを全全てて解解説説。。  

ププロロのの高高度度ななワワザザもも、、動動画画ででババッッチチリリ！！  
  
  
  

      「「レレイインンボボーー」」ををカカンンタタンンにに作作るる方方法法ととはは？？  

      シシェェーーカカーー２２個個をを、、同同時時にに振振るる方方法法ととはは？？  

      文文字字やや記記号号をを書書くくカカククテテルルのの作作りり方方ととはは？？  

      ・・・・・・難難易易度度のの高高いい技技もも、、惜惜ししみみななくく公公開開！！  

難難ししそそううなな「「シシンンググルルモモルルトト」」のの攻攻略略法法ととはは？？  
  
  
  

      超超ママニニアアもも存存在在すするる、、モモルルトトのの世世界界。。  

      ププロロをを上上回回るる、、アアママチチュュアアもも多多数数！！  

      ババーーでで、、どどうう扱扱ええばばよよいいののかか？？？？  

      ・・・・・・モモルルトト、、最最短短のの習習得得方方法法をを伝伝授授！！  

■■ババーー開開業業ババイイブブルル・・上上級級編編  

【Ｄ Ｖ Ｄ】 ４枚＝約６時間４８分 

【解説書】 ＤＶＤ重点マニュアル 

【解説書】 驚異の「レシピと経営」 

【解説書】 銘柄解説＋カクテルレシピ 

【ファイル】 シングルモルト蒸留所解説 

※価格は値上げの可能性あり 

サイトで、価格をご覧下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前前編編・・・・・・ＦＦＩＩＺＺＺＺののカカククテテルルレレシシピピととはは？？  

「「ＤＤＶＶＤＤ」」のの補補助助的的内内容容でで、、特特ににカカククテテルルレレシシピピににつついいてて！！  

この解説書では、特に重要なカクテルを取り上げ、 

その作り方について、どこにも書かれていない 

秘訣を解説しています。 

 

カクテルレシピは、本来、覚える必要のないものです。 

覚える事自体が、ナンセンスなのです。 

 

・・・・・にもかかわらず、 

レシピの暗記に必死になるバーテンダーの、何と多い事か！ 

 

本当は、基本の数十種類のカクテルのレシピ・・・というより、

作り方の基本をマスターすればいいだけなのです。 

 

カクテルレシピの攻略方法について 

驚くほどカンタンにマスターできる方法について解説し、 

ＤＶＤ教材の補助となるよう詳しく記述してあります。 

 

 

 

 

 

 

後後編編・・・・・・ここれれをを知知ららずずにに開開業業すするるなな！！のの解解説説ととはは？？  

ババーー開開業業・・経経営営ににおおいいてて、、独独立立開開業業者者にに必必要要なな事事ととはは？？  

この後編の解説では、 

これからバーを開業しようという方、 

現在、バーの経営を始め、指針が欲しい方、 

バーに限らず、飲食店の経営にたずさわっている方、 

・・・などを対象として、役立つ内容を記述しました。 

 

マーケティング、セールスといった経営解説書は 

書店に行けば、さまざまなものがたくさん置いてあります。 

 

従って、ここでは、 

経営に関する物の見方、考え方、 

そして、具体的にバーを運営していく上で 

必要となることを中心にしています。 

 

当店に受け継がれてきた経営学と 

私自身が経験してきた実際の事例から 

役立つ内容を、厳選して 

わかりやすく解説したものです。 

  

  

     前 編    

FIZZのカクテルレシピ 

 ≪約６５ページ＝Ａ４、約５７字×３５行≫ 
 ■はじめに 
 ■カクテルのレシピというものについて 

第第１１章章    FFIIZZZZ ののレレシシピピ＜＜１１＞＞・・・・甘甘口口～～辛辛口口・・弱弱めめ～～強強めめ  
 ■第１節 ジン・フィズ 
 ■第２節 ホーセズ・ネック 
 ■第３節 シャンデー・ガフ 
 ■第４節 ホワイト・レディ 

第第２２章章    FFIIZZZZ ののレレシシピピ＜＜２２＞＞・・・・甘甘口口～～辛辛口口・・弱弱めめ～～強強めめ  
 ■第１節 モスコミュール 
 ■第２節 シー・ブリーズ 
 ■第３節 ブランデー・エッグ・ノッグ 
 ■第４節 マンハッタン 

第第３３章章    FFIIZZZZ ののレレシシピピ＜＜３３＞＞・・・・甘甘口口・・弱弱めめ  
 ■第１節 ピーチ・フィズ 
 ■第２節 キュラソー・バック 
 ■第３節 シンガポール・スリング 
 ■第４節 ファジー・ネーブル 

第第４４章章    FFIIZZZZ ののレレシシピピ＜＜４４＞＞・・・・辛辛口口・・弱弱めめ  
 ■第１節 ジン・トニック 
 ■第２節 ブラッディ・メアリー 
 ■第３節 ソルティ・ドッグ 
 ■第４節 ホット・ウイスキー・トゥディ 

第第５５章章    FFIIZZZZ ののレレシシピピ＜＜５５＞＞・・・・甘甘口口・・強強めめ  
 ■第１節 アレキサンダー 
 ■第２節 ピンク・レディ 
 ■第３節 ブルー・ハワイ 
 ■第４節 ロング・アイランド・アイス・ティー 

第第６６章章    FFIIZZZZ ののレレシシピピ＜＜６６＞＞・・・・辛辛口口・・強強めめ  
 ■第１節 マティーニ 
 ■第２節 マルガリータ 
 ■第３節 ギムレット 
 ■第４節 ウイスキー・サワー 

第第７７章章    FFIIZZZZ ののレレシシピピ＜＜７７＞＞・・・・特特殊殊系系  
 ■第１節 レインボー 
 ■第２節 ニコラシカ 
 ■第３節 ホット・バタード・ラム 
 ■第４節 ブラック・アイスバーグ 
 

     後 編    

これを知らずに開業するな！成功と失敗の分かれ目 

 ≪約２０ページ＝Ａ４、約５７字×３５行≫ 
 ■はじめに 

第第８８章章    オオーーププンンすするる前前にに、、知知っってておおくくこことと    
 ■第１節 全ての準備が整うまで、開店を待つ必要なし！ 
 ■第２節 必要なものは、全て手に入る！ 
 ■第３節 自分の内面と向き合うとは？ 

第第９９章章    消消ええゆゆくく店店のの必必然然性性ににつついいてて  
 ■第１節 開業と閉店・・・厳しい現実 
 ■第２節 閉店にみる重要なヒント？ 
 ■第３節 変わり者の思考と行動 
 ■第４節 開店前から、閉店準備？ 

第第１１００章章  存存続続すするる店店のの必必然然性性ににつついいてて  
 ■第１節 見えない思考と行動 
 ■第２節 不平等は当たり前！ 
 ■第３節 個性は何のためにある？ 
 ■第４節 あなたの選んだ道 

第第１１１１章章  カカククテテルルのの技技術術とと経経営営ににつついいてて  
 ■第１節 カクテルの技術って、どの程度必要？ 
 ■第２節 カクテルの技術に、最も必要なこと 
 ■第３節 カクテルの技術と BARの経営 

第第１１２２章章  人人材材ににつついいてて・・・・・・「「相相互互のの成成長長！！」」  
 ■第１節 スタッフの面接－採用基準 
 ■第２節 人は、育つのか？ 
 ■第３節 人材の育成 

第第１１３３章章  接接客客のの基基本本・・・・・・「「おお客客ささままはは、、神神様様じじゃゃなないい？？！！」」  
 ■第１節 BARでは、しゃべらないのが接客という勘違い 
 ■第２節 BARでの、あるべき姿・・本当にしゃべってはいけない事 
 ■第３節 お客様を、教育？ 

第第１１４４章章  経経営営とと人人間間力力・・・・・・一一番番大大事事ななこことと  
 ■第１節 世間でいう成功者について 
 ■第２節 本物の成功者について 
 
 ■あとがき 

 

 

 

■■ババーー開開業業ババイイブブルル・・上上級級編編・・・・・・驚驚異異のの「「レレシシピピとと経経営営」」  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■一一度度聞聞くくだだけけででもも、、本本物物のの接接客客・・会会話話をを理理解解ででききまますす！！  

一一般般的的なな接接客客・・会会話話術術でではは、、役役にに立立たたなないい理理由由がが分分かかりりまますす！！  

■■接接客客・・会会話話術術をを、、どどののよよううにに磨磨けけばばよよいいののかか？？方方法法がが分分かかりりまますす！！  

ききちちんんとと理理屈屈をを理理解解ししななけけれればば、、いいつつままででたたっっててもも能能力力ははＵＵＰＰししまませせんん！！  

■■飲飲食食店店のの接接客客・・会会話話ににおおけけるる、、「「基基本本ルルーールル」」がが理理解解ででききまますす！！  

驚驚くくほほどど大大勢勢のの飲飲食食店店がが、、基基本本ののルルーールルささええ知知ららずず、、消消ええてていいききまますす！！  

■■接接客客・・会会話話のの流流れれとと、、おお客客様様のの心心ををつつかかむむ方方法法がが分分かかりりまますす！！  

おお客客様様のの心心をを掴掴むむたためめのの、、ささままざざままなな驚驚異異ののテテククニニッッククがが分分かかりりまますす！！  

■■接接客客・・会会話話のの最最終終目目標標とと、、当当店店がが半半世世紀紀続続くく理理由由がが分分かかりりまますす。。  

当当店店がが、、ななぜぜ数数十十年年ののおお付付きき合合いいののおお客客様様がが多多くく、、常常連連がが多多いいののかか？？

そそのの理理由由がが分分かかりりまますす。。  

【ＣＤ・音声教材・・・目次】 

 
※このＣＤは、音声教材です。 

  パソコンや、ＣＤプレーヤーでお聞き下さい。 

  

     ＤＩＳＫ，１   ・・・４２分２５秒 

第第１１章章  ははじじめめにに  

 ■第１節 誕生の経緯・・・常識的な会話は、抹殺せよ！ 
 ■第２節 プロの会話術が、接客に通用しない理由！ 
 ■第３節 あなたに守って欲しい事！ 

第第２２章章  会会話話ととはは  

 ■第１節 会話の定義！ 
 ■第２節 会話の源！ 

第第３３章章  接接客客・・会会話話術術のの５５大大能能力力のの育育成成  

 ■第１節 情報力と、その習得方法！ 
 ■第２節 発想力と、その習得方法！ 
 ■余談・・・・・脳の仕組み 
 

     ＤＩＳＫ，２   ・・・５７分４８秒 

 ■第３節 表現力と、その習得方法！ 
 ■第４節 洞察力と、その習得方法！ 
 ■第５節 胆力と、その習得方法！ 
 

     ＤＩＳＫ，３   ・・・４５分２２秒 

第第４４章章  キキャャララククタターー創創りり  

 ■第１節 自分自身の把握！ 
 ■第２節 理想のキャラクター創りの必要性！ 
 ■第３節 理想のキャラクター創りの方法！ 

第第５５章章  環環境境創創りり  

 ■第１節 環境創り・・・場創り！ 
 ■第２節 環境創り・・・接触頻度！ 
 

     ＤＩＳＫ，４   ・・・６４分２８秒 

第第６６章章  接接客客・・会会話話術術のの基基本本ルルーールル  

 ■第１節 話してはいけない事！ 
 ■第２節 やってはいけない事！ 
 ■第３節 しなければならない事！ 

第第７７章章  接接客客・・会会話話術術、、３３つつのの重重要要ポポイインントト  

 ■第１節 会話の選出力！ 
 ■第２節 会話の品質力！ 
 ■第３節 会話の修正力！ 
 

     ＤＩＳＫ，５   ・・・５６分４９秒 

第第８８章章  接接客客・・会会話話術術、、３３つつののタタイイムム  

 ■第１節 心眼・タイム 
 ■第２節 チャレンジ・タイム 
 ■第３節 インパクト・タイム 
 ■余談・・・・・私の場合！ 
 

     ＤＩＳＫ，６   ・・・６３分２０秒 

第第９９章章  人人をを動動かかすす、、接接客客・・会会話話術術  

 ■第１節 顧客心理と接客！ 
 ■第２節 接客による演出！ 
 ■第３節 コンセプトによる接客の相違！ 

第第１１００章章  接接客客・・会会話話術術のの最最終終地地点点  

 ■第１節 会話というオリジナル商品！ 
 ■第２節 接客による信者の育成！ 
 ■第３節 人間力によるバーとは？ 
 

■■■■■■  ここのの教教材材がが、、どどうう役役立立つつかか！！  ■■■■■■  

  経経営営成成功功のの絶絶対対条条件件！！  

→→  「「常常連連をを増増ややすす！！接接客客・・会会話話術術」」ととはは？？  

 

※価格は値上げの可能性あり。サイトで、価格をご覧下さい。 

【 Ｃ Ｄ 】 ６枚＝約５時間３０分（音声による解説） 

【解説書】 ＣＤ重点マニュアル 

■■ババーー経経営営ババイイブブルル・・接接客客会会話話編編  

ここんんなな悩悩みみはは、、あありりまませせんんかか？？  

    →→  おお客客様様にに、、何何をを話話せせばばよよいいののかか、、わわかかららなないい！！  

    →→  おお客客様様とと、、会会話話がが続続かかなないい！！  

    →→  個個性性豊豊かかなな会会話話ををすするるににはは、、どどううすすれればばいいいい？？  

    →→  おお客客様様のの心心ををつつかかむむとといいっっててもも、、具具体体的的ににはは？？  

    →→  迷迷惑惑ななおお客客様様へへのの、、対対処処のの方方法法はは？？  

    →→  飲飲食食店店ででのの会会話話ののルルーールルっってて、、何何ののこことと？？  

    →→  どどううすすれればば、、おお客客様様とと数数十十年年ののおお付付きき合合いいががででききるるのの？？  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→→開開業業時時にに関関わわるる「「業業者者ととのの取取引引」」でで注注意意すすべべきき事事ととはは？？  

→→借借りりるる店店舗舗のの「「場場所所をを決決めめるる最最大大ののポポイインントト」」ととはは？？  

→→ビビルルのの中中にに「「店店舗舗をを借借りりるる場場合合」」にに注注意意すすべべきき事事ととはは？？  

→→判判断断をを誤誤るる「「家家賃賃のの魔魔力力」」ととももいいううべべきき危危険険なな事事ととはは？？  

→→知知ららなないいとと大大失失敗敗ににななるる「「内内装装工工事事のの注注意意点点」」ととはは？？  

→→開開業業時時にに、、そそろろええてておおききたたいい「「約約１１５５００ののアアイイテテムム」」ととはは？？  

→→ププロロがが教教ええるる「「備備品品・・道道具具をを選選ぶぶ時時ののポポイインントト」」ととはは？？  

【ＣＤ・音声教材・・・目次】 

 
※このＣＤは、音声教材です。 

  パソコンや、ＣＤプレーヤーでお聞き下さい。 

  

     ＤＩＳＫ，１   ・・・４２分 

第第１１章章  業業者者・・手手続続  

 ■第１節 業者 
 ■第２節 内装 

第第２２章章  立立地地・・場場所所  

 ■第１節 目標 
 ■第２節 何階 
 ■第３節 階段 
 ■第４節 水 
 ■第５節 家賃 
 

     ＤＩＳＫ，２   ・・・４０分 

第第３３章章  店店舗舗・・内内装装  

 ■第１節 内装 
 ■第２節 照明 
 ■第３節 椅子・テーブル 
 ■第４節 看板 
 ■第５節 空調 
 

     ＤＩＳＫ，３   ・・・４３分 

第第４４章章  備備品品・・道道具具  

 ■第１節 １５０アイテム 
 ■余談  （営業と閉店時間） 
 

■■■■■■  ここのの教教材材でで学学べべるる重重要要点点はは？？  ■■■■■■  

自自社社ビビルルでで貸貸店店舗舗もも経経営営ししてていいるるののでで、、誰誰もも気気づづかかなないい、、賃賃貸貸時時のの注注意意点点をを暴暴露露。。  

開開業業時時にに必必要要なな 115500 アアイイテテムムやや、、独独自自メメニニュューー開開発発ののヒヒンントトととななるるメメニニュューー表表もも伝伝授授。。  

 

※価格は値上げの可能性あり。サイトで、価格をご覧下さい。 

【 Ｃ Ｄ 】 ３枚＝約２時間５分（音声による解説） 

【付 録 】 約１５０の道具・備品チェックシート、カクテルメニュー表 

■■ババーー経経営営ババイイブブルル・・開開業業直直前前編編  

自自社社ビビルルをを運運営営ししてていいまますすののでで、、貸貸すす側側のの視視点点もも加加ええ、、一一般般的的なな書書籍籍

にに書書いいててああるるよよううなな事事ででははななくく、、見見落落ととししががちちななポポイインントトにに的的をを絞絞っってて、、解解

説説ししてていいまますす。。  

  

５５７７年年以以上上もも、、ここのの業業界界でで経経営営をを続続けけててききたたかかららここそそ、、知知っってていいるる知知識識がが

大大半半でですす。。知知っっててかからら開開業業すするるののとと、、知知ららずずにに開開業業すするるののでではは、、大大ききなな

差差ががああるる事事をを取取りり上上げげてていいまますす。。  

  

ままたた、、テテイイスストト（（甘甘口口やや辛辛口口））、、アアルルココーールル度度数数のの強強弱弱でで、、カカククテテルルをを選選

べべるるよよううにに作作っったた「「初初心心者者向向けけののカカククテテルルメメニニュューー」」もも、、付付録録ととししててつついいてて

いいまますす。。そそののまままま、、店店ののメメニニュューーととししててもも使使用用ででききまますす。。ここののメメニニュューー表表をを

ヒヒンントトにに、、独独自自ののメメニニュューーをを作作成成ししてていいけけばば、、おお客客様様にに喜喜んんでで頂頂けけ、、ププララ

スス、、オオーーダダーーががととりりややすすくくななるるとと思思いいまますす。。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知知識識ゼゼロロかからら最最短短３３日日でで学学習習！！  
  
  
  

      重重要要なな基基礎礎をを、、丁丁寧寧にに効効率率よよくく解解説説！！  

      視視聴聴はは、、一一日日約約２２時時間間でで、、３３日日でで終終了了。。  

      毎毎日日、、基基礎礎的的ななカカククテテルルをを作作るるププロロググララムム  

      ・・・・見見てて、、聞聞いいてて、、ままねねるるだだけけ！！  

【ＤＶＤ・・・目次】  

     ＤＩＳＫ，１   ・・・１時間４０分５７秒 

第第１１章章  おお酒酒ににつついいてて  
 ■第１節 お酒って、何？知る必要あるの？ 
 ■第２節 お酒の区別は、カクテル作りに必要！ 
 ■第３節 ちょっぴり歴史のお勉強！ 

第第２２章章  カカククテテルルににつついいてて  
 ■第１節 カクテルとは？ ショート、ロングの誤解！ 
 ■第２節 カクテル作りの技法と、重要なポイント！ 
 ■第３節 バーテンダー・セットは買うな！ 
 ■第４節 やってはいけない！８の字シェーク！ 

第第３３章章  カカククテテルル作作りりのの技技法法  
 ■第１節 カッコよく、ボトルを扱う！ 
 ■第２節 メジャー・カップの盲点を知れ！ 
 ■第３節 スノー・スタイルの作り方 
 ■第４節 果汁の絞り方の注意点 

第第４４章章  代代表表的的ななリリキキュューールル①①  
 ■第１節 ビター系リキュールの代表 
 ■第２節 楊貴妃の愛したフルーツから 
 ■第３節 貴婦人と賞されるリキュール 
 ■第４節 コニャック･メーカーが作った絶品 

第第５５章章  ジジュューースス系系カカククテテルル  
 ■第１節 「グレープフルーツ･ジュース」を使用するカクテル 
 ■第２節 「オレンジ･ジュース」を使用するカクテル 
 ■第３節 その他のジュースを使用するカクテル 

     ＤＩＳＫ，２   ・・・１時間５３分１４秒 

第第６６章章  『『レレシシピピ』』  ににつついいてて  
 ■第１節 レシピの暗記は必要か？ 
 ■第２節 レシピの読み方で、つまずくな！ 

第第７７章章  アアルルココーールル度度数数ににつついいてて  
 ■第１節 アルコール度数の計算方法 
 ■第２節 具体的な計算例 

第第８８章章  『『スステテアア』』  ににつついいてて  
 ■第１節 バー・スプーンの持ち方 
 ■第２節 ステアの基本は、アミダのポーズ？ 
 ■第３節 ステアの、カクテル作り一連の流れ 

第第９９章章  カカククテテルルにに使使用用すするる主主ななおお酒酒ににつついいてて  
 ■第１節 お酒の原料と特徴 
 ■第２節 スピリッツの銘柄について 
 ■第３節 スピリッツと歴史について 

第第１１００章章  代代表表的的ななリリキキュューールル②②  
 ■第１節 すっきり、さっぱり「レモン･リキュール」 
 ■第２節 誰もが知っている定番！ 
 ■第３節 銘柄名とリキュール名を混同？ 
 ■第４節 お洒落で、きれいなリキュール 

第第１１１１章章  『『～～トトニニッックク』』のの、、ささっっぱぱりりカカククテテルル  
 ■第１節 スピリッツ系のカクテル 
 ■第２節 リキュール系のカクテル 

第第１１２２章章  『『～～ババッックク』』のの、、やややや甘甘口口カカククテテルル  
 ■第１節 スピリッツ系のカクテル 
 ■第２節 リキュール系のカクテル 

     ＤＩＳＫ，３   ・・・１時間５５分４３秒 

第第１１３３章章  『『シシェェーークク』』  ににつついいてて  
 ■第１節 シェークの基礎/持ち方 
 ■第２節 シェークは拝みのポーズから！ 
 ■第３節 シェークのポイント～注ぎ方まで！ 
 ■第４節 シェークの意味/総集編 

第第１１４４章章  デデココレレーーシショョンンににつついいてて  
 ■第１節 デコレーションの基本 
 ■第２節 デコレーションを作ってみよう！① 
 ■第３節 デコレーションを作ってみよう！② 

第第１１５５章章  シシェェーーククでで作作るるカカククテテルル  
 ■第１節 辛口・強めのカクテル 
 ■第２節 甘口・強めのカクテル 
 ■第３節 さっぱり・弱めのカクテル 

第第１１６６章章  注注目目度度抜抜群群ののカカククテテルル  
 ■第１節 ブランデー・ベースの絶品カクテル 
 ■第２節 カンタンで、お洒落なカクテル 
  
   最後に・・・ 
 
※「バー開業バイブル」と、一部内容が重複しておりますので、 
  あらかじめご了承下さい！ 

■■■■■■  ここのの教教材材がが、、どどうう役役立立つつかか！！内内容容のの一一部部ををどどううぞぞ  ■■■■■■  

ホホーームムパパーーテティィーーななどど趣趣味味でで楽楽ししみみたたいい方方へへ！！  

 

【Ｄ Ｖ Ｄ】 ３枚＝全５時間３０分 

【解説書】 ＤＶＤ重点解説マニュアル 

約約５５００種種類類ののカカククテテルルををママススタターー！！  
  
  
  

      教教材材でで作作るるカカククテテルルはは、、２２５５種種類類。。  

      少少ししののアアレレンンジジでで、、５５００種種類類ををママススタターー！！  

      ここのの基基礎礎をを学学べべばば、、ささららにに多多くくのの種種類類がが！！  

      ・・・・ワワンンラランンクク上上ののホホーームムパパーーテティィーーをを実実現現  

ププロロ向向けけのの解解説説もも含含むむ充充実実度度！！  
  
  
  

      ププロロ向向けけ教教材材かかららもも、、重重要要ポポイインントトをを抜抜粋粋。。  

      シシェェーーククややスステテアアもも、、たたっっぷぷりりのの動動画画でで！！  

      カカククテテルルのの飾飾りりつつけけななどどもも、、学学べべまますす。。  

      ・・・・誰誰もも教教ええななかかっったたププロロのの技技をを伝伝授授！！  

注注目目度度抜抜群群ののカカククテテルルもも！！  
  
  
  

      ググララデデーーシショョンンににななるるカカククテテルル！！  

      シシャャンンパパンンをを使使用用すするるパパーーテティィ用用カカククテテルル  

      レレモモンン１１個個、、全全部部をを使使用用ししたたカカククテテルル  

      ・・・・自自宅宅でで必必ずずででききるる、、絶絶品品カカククテテルル！！  

■■３３日日でで学学べべるる！！老老舗舗ののカカククテテルル講講座座  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■ススククーールルななどど、、期期間間内内でではは無無理理かかもも？？  →→  ＤＤＶＶＤＤなならら、、自自分分ののペペーーススでで、、ほほぼぼ１１００００％％習習得得可可能能！！  

  「「１１００００万万円円」」かかかかるる、、ババーーテテンンダダーー・・ススククーールルががあありりまますす。。期期間間もも考考ええるるとと、、３３日日～～７７日日でで１１００万万円円ぐぐららいいののココーーススかからら、、数数ヶヶ月月でで、、  

  ２２００～～５５００万万円円前前後後がが一一般般的的ででししょょうう。。ももちちろろんん、、おお酒酒やや備備品品、、場場所所代代、、水水道道光光熱熱費費ははももちちろろんん、、後後ほほどど述述べべるる「「・・・・・・生生涯涯のの財財産産」」    

  とといいうう事事をを考考ええるるとと、、安安すすぎぎるる値値段段だだとと思思いいまますす。。たただだ、、そそれれだだけけのの投投資資をを行行ななっっててもも、、実実際際ににはは、、ススククーールルのの受受講講終終了了後後、、全全ててをを  

  習習得得ででききるる人人はは、、ほほととんんどどいいなないいののがが現現状状だだとと思思いいまますす。。「見て、聞いて、まねる」の回数が少ないからでですす。。結結局局、、ささららにに  

  現現場場でで長長期期間間のの修修行行ををしし、、ワワザザをを盗盗みみななががらら、、本本当当のの知知識識・・技技術術をを磨磨いいてていいかかななけけれればばななららななくくななりりまますす。。たただだ、、雑雑用用がが多多くく、、  

  学学ぶぶ環環境境ににははあありりまませせんんがが・・・・・・。。ＤＶＤであれば、「見て、聞いて、まねる！」が、無限に可能ななののでで、、必必ずず、、確確実実にに、、知知識識・・技技術術がが  

  身身ににつつききまますす。。  

  

■■本本ややネネッットトでで、、本本物物ののカカククテテルル作作りりはは不不可可能能！！  →→  ププロロのの秘秘伝伝・・誰誰もも教教ええななかかっったた裏裏ワワザザをを、、完完全全収収録録！！  

  ここののＤＤＶＶＤＤのの中中でではは、、わわずずかか数数分分でで話話ししてていいるるよよううなな事事ででもも、、そそのの知知識識・・技技術術をを得得るるたためめにに、、長長いい年年月月ををかかけけたたここととがが、、いいろろいいろろ  

  あありりまますす。。ままたた、、ここのの業業界界でで、、ババーーテテンンダダーー見見習習いいととししてて働働いいててもも、、教教わわるるままででにに、、長長いい下下積積みみをを必必要要ととすするるここととななどど、、価価値値のの高高いい事事もも  

  惜惜ししむむここととななくく、、ささららりりとと解解説説ししてていいまますす。。ここのの教教材材でで解解説説ししてていいるる内内容容はは、、書書籍籍ややネネッットトでではは明明かかさされれてていいなないい事事がが、、たたくくささんんあありりまますす。。  

  プロしか知らない事、、５７年以上続いてきた当店独自のノウハウなど、、誰も教えなかった裏ワザななののでですす。。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

  初初心心者者ででああれればば、、気気づづかかれれなないい方方がが、、大大半半ででししょょううがが、、開開業業後後にに、、ああららたためめてて、、ごご覧覧頂頂くくとと、、ささららにに、、そそのの真真価価ががわわかかるるははずずでですす。。  

  

■■見見よようう見見ままねねのの知知識識・・技技術術でではは、、未未来来ははあありりまませせんん！！  →→  ああななたたにに、、生生涯涯、、利利益益ををももたたららすす、、本本物物のの知知識識・・技技術術でですす！！  

  経経営営のの本本質質をを理理解解ででききてていいまますすかか？？売上をあげるには、最初に「投資」が必要でですす。。「「投投資資」」ととはは、、ＢＢＡＡＲＲのの開開業業ででああれればば、、広広告告宣宣伝伝やや  

  設設備備・・備備品品のの調調達達ななどど、、いいろろいいろろあありりまますすがが、、最最もも大大事事ななののがが、、おお酒酒のの知知識識・・技技術術にに関関ししててででししょょうう。。・・・・・・ににももかかかかわわららずず、、  

  中中途途半半端端なな知知識識・・技技術術でで開開店店しし、、わわずずかかなな期期間間でで、、閉閉店店ししてていいくく店店のの、、何何とと多多いい事事ででししょょうう！！通通常常、、利利益益をを生生むむ資資格格をを取取ろろううとと思思ええばば  

  １００万円以上は、当たり前でですす。。ななぜぜなならら、、開業を成功させれば、すぐに回収できる金額だからでですす。。そそれれででもも、、  

  ででききるる限限りり、、開開業業資資金金をを節節約約ししたたいいののはは当当然然でですすしし、、ＢＢＡＡＲＲ開開業業にに関関ししててはは、、ススククーールルがが近近くくにになないい！！通通ええなないい！！ななどどのの問問題題ももあありりまますす。。  

  そそここでで、、通通信信講講座座ととななるるわわけけでですすがが、、受受講講料料はは、、どどれれぐぐららいいがが普普通通だだとと思思いいまますすかか？？当当教教材材がが紹紹介介さされれたた「「リリククルルーートト通通信信講講座座大大事事典典  

  ２５３講座の平均料金は、約１１５，０００円ななののでですす。。時時間間もも、、場場所所もも、、拘拘束束さされれずず、、  

  自自分分ののペペーーススをを尊尊重重でできき、、ああななたたにに、、生生涯涯のの利利益益ををももたたららすす当当教教材材のの価価値値をを、、じじっっくくりりととごご検検討討下下ささいい。。  

  

■■単単ななるる知知識識・・技技術術のの習習得得でではは、、経経営営はは無無理理！！  →→  経経営営視視点点がが、、自自然然にに身身ににつつくくププロロググララムム！！  

  単単ななるる知知識識やや技技術術をを話話ししてていいるるだだけけのの解解説説書書ななどどとと違違いい、、  

    「「どどうう講講義義すすれればば、、吸吸収収ししややすすいいかか！！」」    「「書書籍籍ななどどでで、、理理解解ししににくくいい部部分分をを、、いいかかにに分分かかりりややすすくくすするるかか？？」」  

    「「当当初初、、未未熟熟ででもも、、おおいいししいいカカククテテルルをを作作るるににはは？？」」    「「ババーー開開業業にに必必要要十十分分なな知知識識・・技技術術ととはは？？」」  

    「「全全体体をを俯俯瞰瞰ししてて、、習習得得すするるたためめののププロロググララムムのの構構成成にに、、無無理理ははなないいかか？？」」  「「どどうういいうう点点がが、、経経営営にに役役立立つつかか？？」」  

  ななどどとといいっったた、、ささままざざままなな事事をを考考ええてて作作成成ししててあありりまますす。。全プログラムの構成にも、意味があるののでですす。。当当初初はは、、ななぜぜ、、ここののよよううなな  

  段段階階的的なな説説明明ななののかか？？よよくく分分かかららなないい部部分分ももああるるははずずでですすがが、、中中級級編編、、上上級級編編とと、、進進んんででいいくくううちちにに、、少少ししずずつつ理理解解ででききるるよよううにに、、  

  そそのの構構成成ににはは、、かかななりり工工夫夫ををしし、、経営視点でもカクテルを考え始められるようにししててあありりまますす。。ここのの視視点点のの問問題題はは、、開開業業をを準準備備中中のの方方はは  

  ももっっとともも気気ををつつけけななけけれればばななららなないいポポイインントトでであありり、、開開業業をを成成功功ささせせるるヒヒンントトででももあありりまますす。。  

  

■■本本ややネネッットト、、ススククーールルでではは、、ああななたただだけけのの学学習習！！  →→  ＤＤＶＶＤＤなならら、、アアルルババイイトトのの戦戦略略化化がが、、いいつつででもも可可能能！！  

  知知識識・・技技術術不不足足ののアアルルババイイトトをを教教育育すするるののににはは、、相相当当なな時時間間とと労労力力がが必必要要でですす。。ややむむををええずず、、ププロロののババーーテテンンダダーーをを数数人人雇雇っってていいるる  

  ととこころろやや、、ババーーテテンンダダーーをを雇雇ううここととををああききららめめ、、カカンンタタンンななカカククテテルルししかか扱扱っってていいなないい飲飲食食店店もも多多いいででししょょうう。。ししかかしし、、ここののＤＤＶＶＤＤをを活活用用  

  すすれればば、、アルバイトを、プロ並みに戦力化することが可能ととななりり、、人人材材のの確確保保やや、、人人件件費費のの削削減減にに役役立立ちちまますす。。  

  各各ＤＤＩＩＳＳＫＫでで、、実実戦戦をを重重視視ししてて、、必必ずず役役立立つつカカククテテルルをを作作成成ししてていいまますすののでで、、現現時時点点でで、、飲飲食食店店をを経経営営ななささっってていいるる方方もも、、即即日日、、  

  利利用用ででききるるカカククテテルル満満載載でですす。。  

■■ババーー開開業業ババイイブブルル・・・・・・ＤＤＶＶＤＤ教教材材のの主主なな特特長長■■  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■自自社社ビビルルをを建建てて、、５５８８年年以以上上続続くく、、老老舗舗ババーー  

  ごご紹紹介介ののおお客客様様だだけけ！！とといいうう会員制で、５８年以上続くバーの信頼度と価値をを考考ええててみみてて下下ささいい。。単単にに、、知知識識・・技技術術だだけけなならら、、  

働働ききななががららででもも、、どどここででもも、、ああるる程程度度はは習習得得ででききるるかかももししれれまませせんん。。ででもも、、大大半半のの方方がが同同じじよよううなな行行動動ををととりり、、失失敗敗ししてていいくく主主なな原原因因はは、、

「「学学ぶぶ場場所所よよりり、、人人をを選選ぶぶ事事！！」」ここここをを安安易易にに考考ええるるかかららでですす。。当当たたりり前前のの事事でですすがが、、知知識識・・技技術術だだけけでではは、、経経営営はは無無理理でですす。。  

  たたととええ、、そそれれななりりのの職職人人＝＝ママニニアアににははななれれててもも、、ビビジジネネススでではは通通用用ししまませせんん。。  

  「「経営者としてのの、、物物のの見見方方、、考考ええ方方！！」」  「「技術者としてのの、、知知識識、、技技術術！！」」  「「教育者としてのの、、人人のの育育てて方方、、教教ええ方方！！」」  

  ここれれらら全全ててをを兼兼ねね備備ええたた方方かからら学学ばばなないいとと意意味味ががあありりまませせんん。。おおここががままししいい事事でですすがが、、ここれれららのの点点をを、、十十二二分分にに考考慮慮ししたた上上でで、、  

  教材を作成できる、あるいは作成してもよい権利があるととすするるなならら日日本本中中でで、、いいっったたいい、、何何人人ににななるるとと思思わわれれまますすかか？？    

■■圧圧倒倒的的なな量量・・・・・・全全１１１１巻巻・・約約１１８８時時間間３３００分分ののＤＤＶＶＤＤとと、、全全９９巻巻・・約約７７時時間間３３００分分ののＣＣＤＤ  

■■圧圧倒倒的的なな質質・・・・・・１１００年年以以上上毎毎月月売売れれ続続けけ、、全全国国４４６６県県にに普普及及しし、、ククレレーームム・・ゼゼロロのの実実績績！！（（平平成成２２９９年年現現時時点点））  

  私私はは、、全全国国にに「「生生涯涯通通ええるる、、癒癒ししののババーー」」をを増増ややししてていいききたたいい！！そそししてて、、よよりり多多くくのの方方にに楽楽ししんんでで頂頂けけるる空空間間をを増増ややししてていいききたたいい！！  

  とといいうう夢夢ををももちち、、協協力力ししてて頂頂けけるる方方をを増増ややそそううとと活活動動ししてていいまますす。。ここのの夢夢にに対対すするる想想いいはは、、本本気気でですす。。真真剣剣でですす。。本本気気ででななけけれればば、、  

  「約１８時間半のＤＶＤ、約７時間半のＣＤ」これだけの圧倒的教材ななどど、、制制作作ででききるるももののででははあありりまませせんん。。たただだ、、当当初初、、  

  私私のの独独りりよよががりりなな想想いいでで作作成成ししたただだけけでで、、「「果果たたししてて、、大大勢勢のの皆皆様様ににおお役役にに立立ててるる教教材材ととししてて、、価価値値をを認認めめててももららええるるだだろろううかか？？」」  

  とといいうう懸懸念念もも、、少少ししははあありりままししたた。。熱熱いい想想いいをを胸胸にに、、カカククテテルル教教室室をを始始めめたたののがが十十数数年年前前。。そそししてて、、全全国国にに広広めめてていいくくににはは？？とと考考ええ、、  

  パパソソココンン「「どど素素人人」」ににももかかかかわわららずず、、自自分分でで、、ホホーームムペペーージジをを作作りり、、教教材材作作成成ののたためめにに、、毎毎週週末末、、徹徹夜夜ででのの撮撮影影をを数数年年間間続続けけ、、  

  ＤＤＶＶＤＤのの編編集集にに明明けけ暮暮れれ、、解解説説書書をを作作成成しし、、よよううややくく発発売売ににここぎぎつつけけたたののがが、、２２００００７７年年のの２２月月ななののでですす！！そそししてて、、発発売売かからら 

 １０年以上、毎月売れ続け、全国４６県に普及し、返品・クレームはほとんどなく、、感感謝謝ののメメーールルをを、、たたくくささんん頂頂ききままししたた。。  

  本本当当にに、、嬉嬉ししくくてて、、感感謝謝のの気気持持ちちででいいっっぱぱいいでですす。。（（現現時時点点でで、、返返品品２２点点、、ククレレーームム・・ゼゼロロでですす。。））  

■■メメーーカカーーななどど、、有有名名企企業業がが、、制制作作困困難難なな理理由由！！  

  大大手手ににななれればばななるるほほどど自社商品しか紹介できません。。従従っってて、、おおいいししいいカカククテテルル作作りりのの全全ててをを解解説説すするるここととはは不不可可能能ななののでですす。。  

  ささららにに、、有有名名企企業業にに勤勤めめてていいるる人人、、ああるるいいはは、、メメーーカカーーのの取取引引先先ででああるる酒酒屋屋ななどどでではは、、現場での勤務経験など、あるはずもなく、、  

  ままししててババーーをを数数十十年年もも経経営営ししたた経経験験ののああるる人人がが、、いいるるははずずががあありりまませせんん。。ももしし、、そそううししたた経経験験ののああるる方方ででもも、、企企業業専専属属のの講講師師ととししてて  

  解解説説をを始始めめたた時時かからら、、話をする内容に、一定の制限が発生ししまますす。。従従っってて、、絶絶対対にに、、不不可可能能ななののでですす。。  

■■ススククーールルやや、、ささままざざままなな団団体体がが、、制制作作困困難難なな理理由由！！  

  ●●人材不足・・・・・・数数十十年年、、ババーーをを経経営営ししてていいるる人人材材はは稀稀でですす。。職職人人ととししてて、、講講師師ととししててだだけけでではは、、人人材材ととししてて力力量量不不足足でですす。。  

  ●●長期にわたる人材確保の困難・・・・・・ＤＤＶＶＤＤ教教材材作作成成ににはは膨膨大大なな時時間間をを要要ししまますす。。従従っってて、、せせっっかかくく貴貴重重なな人人材材をを見見つつけけるるここととがが  

    ででききたたととししててもも、、そそのの方方はは、、ババーーをを経経営営さされれてていいるるわわけけでですすかからら、、制制作作ののたためめにに、、時時間間をを拘拘束束すするる事事はは、、かかななりり困困難難でですす。。  

    ままたた、、制制作作がが長長期期ににわわたたるる事事もも、、覚覚悟悟ししななけけれればばななららなないいででししょょうう。。  

  ●●高額になるであろう販売価格・・・・・・撮撮影影かかららＤＤＶＶＤＤのの制制作作ににかかかかるる高高額額のの制制作作費費にに加加ええ、、講講師師、、制制作作団団体体、、取取扱扱いい卸卸・・小小売売業業  

    者者ななどど、、いいくくつつもものの段段階階をを経経るるたためめ、、経経費費ががかかかかりり、、かかななりり高高額額のの価価格格ででなないいとと、、販販売売ででききまませせんん。。  

■■閉閉鎖鎖的的なな業業界界ののタタブブーーにに挑挑戦戦！！  

  ババーーテテンンダダーー業業界界はは閉鎖的で職人気質が強く、、そそのの影影響響でで、、ききちちんんとと学学ぶぶ場場がが少少なないいののがが現現状状でですす。。大大半半ののセセミミププロロ・・ババーーテテンン  

  ダダーーがが、、見見よようう見見ままねねでで、、適適当当なな飲飲みみ物物をを作作っってていいまますす。。ままたた、、例例ええ、、ババーーテテンンダダーーススククーールルななどどをを卒卒業業ししててもも、、ささららにに修修行行をを  

  積積ままななけけれればばビビジジネネススととししててはは通通用用ししなないいははずずでですす。。ここのの業業界界のの体体質質をを改改善善ししたたいいとといいうう想想いいでで制制作作ししたたののがが「「ババーー開開業業ババイイブブルル」」  

  でですす。。通通常常、、下積みがなければ誰も教えないような内容、、業界の暗黙の了解である受講料金を無視ししたた低低料料金金、、閉鎖性を 

 打ち破るＤＶＤという保存媒体ででああるるここととななどど、、業業界界のの反反発発をを受受けけるるよよううななタタブブーーにに挑挑戦戦ししてていいるるののでですす。。  

  ボボトトルルのの在在庫庫数数やや、、カカククテテルルのの種種類類、、レレシシピピのの暗暗記記量量ななどど、、本本来来ののババーーににはは必必要要なないい！！とといいううこことと、、そそししてて、、本本来来ああるるべべききカカククテテルル  

  のの意意味味やや、、作作りり方方ななどど、、ちちままたたのの書書籍籍ににはは書書かかれれてていいなないい、、昔昔ななががららのの、、半世紀以上、続いているからこそ知っている、本当の事をを  

  おお話話ささせせてて頂頂いいてていいまますす。。  

■■ババーー開開業業ババイイブブルル・・・・・・オオンンリリーーワワンン教教材材のの理理由由■■  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆  老老舗舗のの会会社社をを経経営営ななささっってておおらられれるる方方でで、、  

新新規規事事業業をを立立ちち上上げげらられれ、、教教育育教教材材ととししててごご利利用用。。  

【Ｉ．Ｏ様 奈良県】・・・初級編を、ご購入時！ 

・・・お客様に本格的なカクテルを、格安で飲んでいただき楽しんで

もらう為、とりあえず本屋でカクテルの専門誌だと思い、本をあるだ

け買いましたが、読めば読むほど不安になり、もしかして素人には

無理なのか？、 

 

ホテルのバーにも飲みに行き相談すると、バーテンダーに、 

鼻で笑われ、あきらめかけていたときに、 

御社のホームページを見つけましたが・・・・ 

 

私は今まで●●業の資格を取るとき、とても苦労をしました。 

それは私の学歴が、大学の経済学部卒業と、 

●●の専門学校を出ていない為、専門的な事が分らず、 

しかたがなく○×学院や○△資格といったビデオ講座に、 

何十万も払い学校に通ったのですが・・・ 

 

ビデオの中で先生が 

「皆さんはすでにご存知の・・・ 

 計算方式は皆さん知っていますね・・・ 

 基礎的な事なので省略・・・」等 

ため息のつく事ばかりでした。 

 

私が知りたい、もっと丁寧に説明してと言っても、ビデオ講座ですし

仕方がなく、過去１５年の過去問題を覚えるほど問題集をし、●●

の資格を取りました。 

 

御社のビデオ講座大丈夫かな、不安になり初級編だけ見てみよう

と取り寄せ、じっくり見てみると、すばらしい。私の中の不安が消え

ていく、いろんな角度からの説明、重要な事柄は何回も説明があ

る。 

 

ビデオが進み、忘れかけてた時に、もう一度説明、 

本当にすごいと思います。 

 

その時、私が思ったことは、こういう出会いもあるんだな～ 

今は、初級をじっくり勉強し、 

中級・上級に進みたいと思っております。 

◆◆  技技術術ははももちちろろんん、、おお客客様様へへのの姿姿勢勢にに共共感感！！  

ノノーートトををととりりななががらら、、勉勉強強ししてていいまますす。。  

【Ｓ．Ｍ様 福岡県】・・・初級編を、ご購入時！ 

今まで勤めてきた会社を、諸事情により退社する事になり、 

新しい事にチャレンジしてみたいと考えた結果、 

『バーを経営してみたい』と思いました。 

 

もともと深い考えがあった訳では無いですが 

 ・少し前から趣味で始めてた事 

 ・気付けば人脈に恵まれてた事 

 ・いくつか転職を経てきた経験が生かせそうと思った事 

など、見えない何かに後押しされ、１から勉強したいと考えてる最

中、この教材に出会い購入致しました。 

 

技術はもちろん、お客様に対する考え方・姿勢が、とても共感で

き、ノートを取りながら勉強させて頂いております。 

 

今後は知人のバーで修行し、出店に向け邁進して行きたいと考え

ております。イメージ以上に過酷である事も承知の上ですが、もっ

とこの国には英気を養える空間が必要と考えております。退店され

るお客様が笑顔である事を目指して、頑張って行きたいと思いま

す。 

 

◆◆  本本でではは、、よよくく分分かかららなないいカカククテテルルのの事事がが、、  

ＤＤＶＶＤＤ教教材材をを見見てて、、理理解解ででききままししたた。。！！  

【Ｙ．Ｋ様 島根県】・・・初級編を、ご購入時！ 

細田様、はじめまして。Ｙ．Ｋです。 

いつもテレビ画面のほうで拝見しております。 

初級編を購入しましたが、とても満足しています。 

初級編をみてよかったら、続きを買おうかなと思ってました。 

 

よくカクテルの本とかで、道具の扱い方とか持ち方とか書いてあり

ますが、実際、本だとよくわからないことだらけでしたが、このＤＶＤ

をみて理解できました。 

 

バースプーンのまわしかたや、炭酸を入れた時のステアの仕方な

ど、とてもわかりやすくてよかったです。バースプーンは毎日練習し

てます。くつろぎながら画面をみてるので、今、カクテルについて勉

強してるんだというのでなくて、自然に頭に入るのでとてもいいで

す。 

 

中級、上級も、是非購入したいと考えてますが、今月中に購入す

るかは、今、お財布と相談中です。ありがとうございました。 

■■ババーー開開業業ババイイブブルル・・・・・・購購入入者者のの感感想想■■  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆  ＤＤＶＶＤＤ１１枚枚目目をを見見たただだけけでで、、期期待待以以上上ののももののをを実実感感！！  

【Ｍ．Ｆ様 神奈川県】・・・・・初級編を、ご購入時！ 

「バー開業バイブル・初級編」を購入した「Ｍ．Ｆ」と申します。 

説得力ある内容と、熱い思いが伝わる語りに引き込まれ、 

ＤＶＤ１枚目を吸い込まれるように一気に見てしまいました。 

まだ、1枚目だけしか見ていませんが、 

期待以上のものと確信しました。 

自分は何をすべきなのか？その答えとして、 

いつの頃からか漠然としたイメージを抱き続けてきました。 

しかしながら、これだと思える形が見つからず、 

あれこれ模索しながら年月が経ってしまいました。 

そんな中、選択肢のひとつとして 

バーの開業もありではないかと思っていた折、 

細田様のホームページに出会いました。 

細田様の経歴や実績はもちろんですが、 

それ以上に・・・ 

人間力による「癒しのＢＡＲ」を目指すのが本来の姿でしょう。 

・・・という言葉に信頼できるものを感じ、購入を決めました。 

全く無知で無謀な発想なので、生意気に聞こえたら、 

ごめんなさい。バーを開業するか否かは別として、 

この出会いに感謝しています。ありがとうございました。 

  

◆◆  趣趣味味でで本本格格的的ななカカククテテルルをを！！とと購購入入さされれ、、  

      奥奥様様にに教教材材ののカカククテテルルをを作作りり、、大大好好評評！！  

【Ｋ．Ｔ様 埼玉県】・・・・・初級･中級編を、ご購入時！ 

初級編では、今までまったく知らない世界を、 

わかりやすく専門家ぶらない話し方で説明していただき 

楽しく学ぶことができました。 

初級で覚えたカクテルを妻に作ってあげるととても好評でした。 

これからも、身近なひとに作ってあげて 

交流を深めるきっかけにしたいと思っています。 

 

引き続き中級、上級も DVD を購入し勉強し、 

最初メールに書いたように 

妻の名前を冠したカクテルを作って 

細田先生に報告したいと思っています。 

笑止なものになると思いますが、 

期待しないで待っていてください。 

 

最後に、カクテルを差し出すときの 

先生の謙虚な態度に惹かれました。 

高級なカクテルも、出され方ひとつで 

イヤミになる危険があると感じたからです。 

これからも本業だけでなく、 

たくさんの人にカクテルを教えてあげて 

世界を豊かなものにしてもらえればと思います。 

本当にありがとうございました。 

 

◆◆  素素人人のの私私がが習習っっててももよよいいののかか？？とと思思ううほほどど  

        丁丁寧寧でで奥奥深深いい内内容容ででししたた。。  

【Ｙ．Ｉ 様 北海道】・・・・・初級･中級編を、ご購入時！ 

今の私はまだ、どこにでもいるただのお酒好きでありますが、 

夢は（叶うかはわかりませんが）、カフェやバーでドリンクを作ること

です。しかしどうしたらその道に行けるものかと考えて、まず目に止

まったのがこの講座でした。 

 

最初はいろいろな事情で、 

なかなか思い切れなかったのですが、 

今ではちょっと無理しても申し込んでよかったと思っています。 

 

正直この講座内容を、私のような素人が習ってもよいのかと 

考えてしまうくらい丁寧で奥深い内容でした。 

細田先生のお酒やバーに対するまっすぐな気持ちが、 

画面を通してひしひしと伝わり、 

本当に楽しみながら勉強することができます。 

 

個人的には、先生の余談がとてもためになりますね。 

知識の広さに、とてつもない情熱を感じます。 

 

フルーツの切り方や、グラスの持ち方、 

普段でも使えるテクニックがとても参考になりました。 

あとお酒の保存も、具体的にはどうしたらよいのかも気になる所な

ので、ワインの取り扱いはなるほどと思いました。 

 

何度も繰り返さないと、すべてを吸収するのは私には難しいと思う

ので、まだまだＤＶＤをじっくり見させて頂こうと思っています。そして

いつか、本当に夢が叶えられる様に…頑張れたらと思います。細

田先生、ありがとうございました。 

 

◆◆  困困難難ななおお酒酒のの学学習習がが、、分分かかりりややすすいい解解説説でで、、簡簡単単にに！！  

【Ｒ．Ｍ様 京都府】・・・・・初級･中級・上級編、全てご購入！ 

バーテンダーの生み出す無限の彩りに心を奪われ、 

この世界に足を踏み入れました。 

 

しかし実際携わってみると、魅せられたはずのお酒の勉強はとても

困難を極めました。そんな折にこの教材のことを知り、ものは試しと

受講することに。 

 

要所要所をしっかりと押さえながらも閑話を交えながらのわかりや

すい解説で、何度も繰り返し見て勉強の参考にしています。 

 

忙しくてなかなか時間がとれませんが、これからも勉強を続けてい

きたいと思っています。ありがとうございました。 

■■ババーー開開業業ババイイブブルル・・・・・・購購入入者者のの感感想想■■  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆  習習いい事事はは「「上上手手なな人人にに学学ぶぶののがが、、一一番番！！」」とと実実感感！！  

【Ｓ．Ｉ様 鳥取県】・・・・・初級･中級・上級編、全てご購入！ 

≪中級編、ご購入前に頂いた感想です。≫ 

とても解りやすい解説で、楽しみながら勉強しています。 

毎回見直すごとに、聞き逃した事など復習できる事や、 

同じ動作を真似る事がやはりとても大切なんですね。 

習い事は何でも 

「上手な人に学ぶ。プロから学ぶ。」のが一番ですね。 

自分のおいしい一杯が作れるように頑張ります！ 

≪上級編、ご購入前に頂いた感想です。≫ 

いつも楽しく講座を学ばせていただいております。 

お酒の知識、技術など 

毎回わかりやすくご指導いただき、喜んでおります。 

地元にバーはありますが、 

レシピに頼らない、お客様それぞれにあったカクテルを 

お出しできるお店にしたいと思っております。 

技術はもちろんですが、細田先生のように、 

お客様を癒せる接客も大切ですよね。 

先生のようなバーテンダーを目指して上級編に望みます。 

 

◆◆  深深いい解解説説ももななくく、、カカククテテルルレレシシピピもも膨膨大大なな本本・・・・・・・・・・  

      長長年年のの悩悩みみがが、、つついいにに解解決決ででききたた！！  

【Ｔ．Ｏ様 東京都】・・・・・初級･中級・上級編、全てご購入！ 

≪中級編・上級編を、ご購入前に頂いた感想です。≫ 

細田さん、初めまして。 

初級編を購入させていただきました、Ｔ．Ｏと申します。 

 

私は、バーとは呼べるほどのものではないのですが、 

ドリンクを作る仕事をしています。 

自分がお酒も強くないもので（カクテルの味は大好きです） 

本気でバーテンダーになろうなどとは、 

考えてもみませんでした。 

しかし、最近自分のお店がもてたらいいなぁなどと考え始め、 

働きながら学校に行くには時間等もなく、 

ましてや本格的な方の弟子になるなどといったことも、 

今の会社のこともあり決めかねていました。 

 

多数の本を手にとっても深い解説もなく、レシピも数限りない・・・ 

そんな時にこのＤＶＤ講座をたまたま見つけました。 

実際にＤＶＤを見ると、 

本当に基礎の基礎から解説されていて、 

しかも細田さんのような真面目で楽しい先生で安心しました。 

（やはり通信販売には多少の心配はありますので） 

さらに中級、上級と進んでいきたいと思っています。 

 

◆◆  レレシシピピやや本本でで分分かかららななかかっったた疑疑問問がが解解決決しし  

      短短期期間間でで、、おおいいししいいカカククテテルルがが作作れれるるよよううににななりり、、感感動動！！  

【Ｎ．Ｏ様 東京都】・・・・・初級･中級・上級編、全てご購入！ 

○○日にＤＶＤ到着いたしました。 

お心のこもった励ましのお便りをありがとうございました。 

  

私は銀座で小さな店をひとりで経営しております。 

最近本を見ながらリキュールを買い揃え、 

カクテルを少しずつお出ししているのですが、 

レシピ通りに作りましてもおいしく出来ず、 

専門家の方にシェーカーの振り方など、 

一度教えていただきたいと思っておりました。 

  

さっそくＤＶＤ講座を受講させていただきましたが、 

私の知りたいことや疑問に感じていたことなどが、 

具体的に説明されていて、本当に感動いたしました。 

  

これから繰り返し何度もＤＶＤの講習と練習を重ね、 

少しでも成長してまいりたいと思っております。 

  

早急にお送り下さいまして、ありがとうございました。 

 

  ･･････････ささららにに、、数数日日後後にに頂頂いいたた感感想想でですす。。  

・・・閉店して片づけをしながら 

繰り返し学ばせていただいております。 

 

本日は、はじめて○○○のカクテルを、 

お客さまにお出しいたしました。 

大変美味しいと、お客さまもよろこんで下さいました。 

○○○も同じものを購入いたしましたが、とても便利ですね。 

 

昨日は○○○をお出ししようと、 

○○○なども購入したところです。 

 

シェイカーは振り方を変えただけて、 

カクテルの味が大変美味しくなってまいりました。 

 

こんなに短期間で苦労せず、 

美味しいカクテルが作れるようになりまして、 

本当に感謝しております。 

 

カクテルを通して、 

細田さまのあたたかいお心もお伝えできるようにがんばります。  

 

■■ババーー開開業業ババイイブブルル・・・・・・購購入入者者のの感感想想■■  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆  簡簡素素化化せせずず、、通通常常聞聞けけなないい内内容容ももあありり、、最最高高のの教教材材！！  

【Ａ．Ｓ様 岩手県】・・・・・初級･中級・上級編、全てご購入！ 

今回、バー開業バイブルを購入しました。 

 

じっくりと時間をかけて見ています。 

とても勉強になり、何度も繰り返し見ているので、 

時間はかかっていますが 

一つ一つの内容がしっかり時間をかけているので、 

勉強する側には大変いいと思います。 

 

簡素化しておらず、 

ＤＶＤの教材として、すばらしく感動しており 

なかなか聞くことのできないところまで 

講義してくれているので、 

最高の教材と思っています。 

 

ありがとうございます。 

 

◆◆  異異業業種種かからら、、ババーー開開業業をを目目指指すすたためめ購購入入  

      誰誰もも教教ええててくくれれなないい知知識識・・技技術術をを発発見見！！  

【Ｈ．Ｆ様 大阪府】・・・・・初級･中級・上級編、全てご購入！ 

現在、フリーのグラフィックデザイナーという仕事をしながら、 

バーの開業を目指す私にとって、 

どのように必要なスキルを身につけるかが一番の問題でした。 

 

修行に出る時間もなく、 

書籍では理解できないことばかり。 

 

その時にネットで見つけた「バー開業バイブル」は、 

時間の不規則な私にとって理想の教材でした。 

自分のペースで、納得いくまで繰り返し見ることができることも、初

心者の私にとって大きなメリットです。 

内容も理解度に応じてステップアップしていき、 

どの段階でも自分のテーマをみつけることができました。 

 

また、メインのテーマ以外にも、実演の合間に見つけた 

細田さんの仕草ひとつひとつが、とても参考になりました。 

シズラーの手さばき、 

カクテルを入れ終わった後のシェーカーの扱いなどなど…。 

 

他の書籍や教材などに載っている華やかな技術よりも、 

誰も教えてくれないそんな技術や知識を発見することも 

「バー開業バイブル」で学ぶ私の楽しみになっています。 

これからも「バー開業バイブル」で、 

夢に向かって頑張りたいと思います。 

 

◆◆  ババーーテテンンダダーーススククーールルやや他他のの教教材材でではは、、  

        学学べべなないい実実践践的的なな内内容容にに、、ややるる気気倍倍増増！！  

【Ｈ．Ｎ様 群馬県】・・・・・初級･中級・上級編、全てご購入！ 

購入したＤＶＤ、まだ、少ししか見れていませんが、 

細田様のバイタリティあふれる講義に触れ、 

やる気を新たにした次第であります。 

 

また、これだけの内容や、 

実践で応用できる多様なヒントなどは、 

バーテンダースクールや他の教材では、 

なかなか学べないものと思われ、今回、 

このＤＶＤ教材に巡り会えた事を、大変嬉しく思っています。 

 

自分に、どれだけ、 

細田様の教えを理解できるか分かりませんが、 

細田様を師とし、一日も早く理想とするバーが 

開業できるよう頑張りたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

 

◆◆  カカククテテルルレレシシピピのの丸丸暗暗記記はは無無意意味味！！  

      全全くく考考ええ方方がが変変わわりり、、びびっっくくりり！！  

【Ｊ．Ｎ様 大阪府】・・・・・初級・中級・上級・接客編、ご購入！ 

私は、カクテルについてなにも知識がありませんでしたが、 

なにか周りの人たちとは違う趣味を持ちたいと考え、 

この教材を申し込ませていただきました。 

 

そして初級編を見てすぐに 

今まで自分が持っていたカクテルに対する考えが 

間違っていたことに気づきました。 

 

カクテルはレシピどおりに作るべきであり、 

レシピに記載されている材料の分量は 

丸暗記しなければいけないというのが 

当初の自分の考えでしたが、それは大きな誤りでした。 

 

レシピはおいしいカクテルを作るためのベースとなるだけであり、そ

れに記載されている材料の分量が絶対ではないということは、今で

も強く印象に残っています。 

 

これからも何度も繰り返し DVD を見て勉強し、 

いつか友達においしいカクテルを作ってみたいと思います。 

■■ババーー開開業業ババイイブブルル・・・・・・購購入入者者のの感感想想■■  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆  書書籍籍ででのの学学習習のの限限界界をを感感じじ、、思思いい切切っってて一一括括購購入入さされれ  

      当当教教材材のの「「真真のの価価値値」」をを理理解解下下ささりり、、喜喜んんでで頂頂けけたた方方  

【Ｋ．Ｈ様 兵庫県】・・・・・初級･中級・上級編、全てご購入！ 

私は、現在、 

広告・デザイン関係の小さな会社を経営していますが、 

この度、15年来の夢であった 

ＢＡＲ開業に向けて、一歩踏み出す決心をしました。 

 

15年来の夢といっても、 

自身は常にカウンターの反対側、 

お酒を飲む側にいたわけで、 

全く経験もないまま飛び込む決心をしたのです。 

 

以前から、 

数冊のカクテル入門のような本を買って読んでいましたが、 

単なるレシピ集のような物が多く、 

何か物足りなさを感じると同時に、 

当然これだけで店を持つなど大それたことと思っていました。 

 

そんなある日、 

この「バー開業バイブル」をインターネット検索で発見し、 

悩んだ末に購入を決心しました。 

 

悩んだというのは、 

初級、中級、上級編と、まとめて買うと、 

やはり、そこそこの代金になりますし、 

本当によいものかもわからず、 

通販で購入することに不安も感じました。 

 

でも、書籍類で物足りない部分を、 

繰り返し「見る」「聞く」、ということができる 

ＤＶＤという手法が補ってくれるのではないか、 

という思いで購入を決断しました。 

 

手元に届き、さっそく初級編から始めましたが、 

テーマにそってポイントを明確に進行されるので、 

とても入りやすいのです。 

 

特にテキストなどは 

シンプルすぎると感じる方もおられるかと思いますが、 

やたら長い文章で、ずらずら書かれているより、 

「これが大切です」ということのみが挙げられており、 

後は、自身で感じたことを、ＤＶＤ解説を聞きながら 

テキストの余白に書き込み、 

自身のペースで繰り返して見ることで、 

無理なく理解できると実感しました。 

 

  

 

全てのことが、 

後でつながっていくようにプログラムされており、 

無事開業を実現できても、 

きっと繰り返し見ることでしょう。 

というより、実際に動き出してから、 

このＤＶＤで言われている意味が 

さらに、よく理解できるのだろうと思います。 

後は、実経験を繰り返していくしかないと。 

  

「本当によいＢＡＲ」を営む者が 

一人でも増えてほしい、という思いで制作されたことが 

この教材から感じられます。 

 

その「本当によいＢＡＲ」の意味は 

この教材の中にあり、最後まで進んだ時に、 

この世界に飛び込む者の背中を 

やさしく押してくれるような感じがしました。 

 

よい出会いができたと感謝しております。 

ありがとうございました。 

 

◆◆  崇崇高高なな想想いいをを胸胸にに、、ババーー開開業業をを目目指指さされれ、、  

      当当教教材材ののココンンセセププトトににもも共共感感ででききるるとと、、喜喜んんでで頂頂けけたた方方  

【Ｓ．Ｍ様 福岡県】・・・・・初級･中級・上級編、全てご購入！ 

今まで勤めてきた会社を、諸事情により退社する事になり、 

新しい事にチャレンジしてみたいと考えた結果、 

『バーを経営してみたい』と思いました。 

 

もともと深い考えがあった訳では無いですが 

 ・少し前から趣味で始めてた事 

 ・気付けば人脈に恵まれてた事 

 ・いくつか転職を経てきた経験が生かせそうと思った事 

など、見えない何かに後押しされ、１から勉強したいと考えてる最

中、この教材に出会い購入致しました。 

 

技術はもちろん、お客様に対する考え方・姿勢が 

とても共感でき、ノートを取りながら勉強させて頂いております。 

今後は知人のバーで修行し、出店に向け邁進して行きたいと考え

ております。 

 

イメージ以上に過酷である事も承知の上ですが、 

もっとこの国には英気を養える空間が必要と考えております。 

退店されるお客様が笑顔である事を目指して、 

頑張って行きたいと思います。  

 

■■ババーー開開業業ババイイブブルル・・・・・・購購入入者者のの感感想想■■  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【ホホーームムペペーージジかからら、、おお申申込込】】  

①決済専用ホームページにアクセスして下さい。 

 http://bar-open.com/ ・・・２号店のアドレスです。 

②このトップページの左上の方に表示されるところから 

  ご希望の教材を選択しクリックして下さい。 

 

     「バー開業＆バー経営教材」 

     「趣味/カクテル教材」 

 

 ③商品一覧ページで商品を選んでクリックし、表示された 

  ページで、「カゴに入れる」をクリックして下さい。 

④ご注文内容を、ご確認頂き、ご注文ページの案内に 

  従って、お客様情報などをご入力下さい。 

⑤お買い物完了後、当方より、確認のメールが届きます。 

⑥お支払方法によって、商品の到着は以下のようになります。 

  ＜クレジットカード、代引き、電子決済の場合＞ 

     ・・・商品の発送準備が整い次第、すぐに発送します。 

  ＜銀行振込の場合＞ 

     ・・・ご入金を確認後、商品を発送させて頂きます。 

【【電電話話、、郵郵便便・・封封書書でで、、おお申申込込】】  

※※おお支支払払方方法法はは、、代代引引ききかか、、銀銀行行振振込込でですす。。  

  代引きは、代金と引換えで、商品をお受け取り下さい。 

 

  ■■電電話話のの場場合合  

①下記の購入申込の必要事項を、準備して下さい。 

   商品名、お名前、郵便番号、ご住所、電話番号 

②下記の電話番号に、お電話下さい。 

   ０８２－２４１－７２８３ 

   留守電で、２４時間対応させて頂きます。 

   折り返し、ご連絡します。ご連絡先の電話番号と、 

   連絡希望の時間帯（午後のみ）を、残して下さい。 

③当方より、ご希望の時間帯に、ご連絡をさせて頂きます。 

④お申込確認後、商品の発送準備が整い次第発送します。 

 

■■郵郵便便･･封封書書のの場場合合  

①このパンフレット添付の「購入申込書」に、ご記入下さい。 

②「購入申込書」を、郵便で送って下さい。 

  住所は、購入申込書をご覧下さい。 

③当方より、「申込み受付」のご連絡をさせて頂きます。 

④お申込確認後、商品の発送準備が整い次第発送します。 

【【送送料料ににつついいてて】】  

   大変恐縮ですが、送料を、ご負担頂いております。（業者変更で、価格が変わる場合もございます。） 

 北海道エリア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,836円 

 東北エリア （青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島）・・・・・・・・・・・・・・ 1,404円 

 関東エリア （千葉、茨城、埼玉、栃木、東京、群馬、神奈川、山梨）・・・・・・・ 1,188円 

 信越エリア （長野、新潟）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,188円 

 北陸エリア （富山、石川、福井）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円 

 中部エリア （静岡、岐阜、愛知、三重）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円 

 関西エリア （京都、和歌山、滋賀、大阪、奈良、兵庫）・・・・・・・・・・・・・  972円 

 中国エリア （広島、鳥取、島根、山口、岡山）・・・・・・・・・・・・・・・・・  972円 

 四国エリア （徳島、香川、高知、愛媛）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円 

 九州エリア （福岡、宮崎、佐賀、鹿児島、熊本、長崎、大分）・・・・・・・・・・  972円 

 沖縄エリア  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,836円 

■■おお申申込込方方法法、、送送料料ににつついいてて■■  

http://bar-open.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  大変恐縮ですが、「発送準備完了」のお知らせ後、１週間以内に、銀行への振込みをお願い致します。 

  １週間経過後は、ご注文のキャンセル扱いとさせて頂きます。 

  なお、振込料はお客様負担とさせて頂いております。 

 

               【振込み先】 

   ＜広島銀行 銀山町（カナヤマチョウ）支店＞ 

       普通預金 ＮＯ，３００８６２６ 

       口座名義 ホソダ シンジ 

       電話番号 082-241-7283 

 

 

 

  ネット上からの購入の場合に、クレジットカードをご利用頂けます。 

 分割払い、リボ払い、一括払いに対応しています。 

 

 

 

  

  

 「代引き」とは？ 

 商品の到着時に、商品と引き換えに代金をお支払い頂く方法です。 

 恐縮ですが、代引き手数料と振込手数料を、ご負担頂いております。 

 手数料の金額は、全てのお支払合計金額が、「５万円未満の場合、８００円」「５万円以上の場合、１０１６円」 

 

 

   

 決済方法の詳細は、それぞれネットなどで、ご確認下さい。 

 ※大変恐縮ですが、決済手数料をご負担頂きます。下記をご覧下さい。 

 

 「ウェブマネー」・・・ 商品と送料の合計金額により、下記のようになります。 

  ４万円未満＝２，０００円  

  ６万円未満＝３，０００円 ６万円以上＝４，０００円 

 

■■おお支支払払方方法法ににつついいてて■■  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【返返品品ににつついいてて】】  

■■ＤＤＶＶＤＤ・・ＣＣＤＤ教教材材のの１１枚枚目目をを見見てて、、納納得得いいかかななけけれればば返返品品ＯＯＫＫ！！→→  詳詳ししくくはは、、次次ペペーージジのの「「利利用用規規約約」」ををごご覧覧下下ささいい。。  

そそれれぞぞれれ、、ＤＤＶＶＤＤ・・ＣＣＤＤ教教材材のの各各編編のの１１枚枚目目をを、、ごご覧覧頂頂きき、、動動作作不不良良やや、、内内容容ににごご納納得得頂頂けけなないい場場合合、、商商品品到到着着後後７７日日間間以以内内ででああれれ

ばば、、返返品品可可能能でですす。。  

  「「返返品品可可能能なな場場合合ととはは？？」」    

        ●●趣趣味味のの教教材材「「老老舗舗ののカカククテテルル講講座座」」でで、、ＤＤＩＩＳＳＫＫ，，１１をを視視聴聴後後、、返返品品可可能能でですす。。    

        ●●「「ババーー開開業業ババイイブブルル・・初初級級編編」」でで、、ＤＤＩＩＳＳＫＫ，，１１をを視視聴聴後後、、返返品品可可能能でですす。。    

        ●●「「ババーー開開業業ババイイブブルル・・中中級級編編」」でで、、ＤＤＩＩＳＳＫＫ，，４４をを視視聴聴後後、、返返品品可可能能でですす。。    

        ●●「「ババーー開開業業ババイイブブルル・・上上級級編編」」でで、、ＤＤＩＩＳＳＫＫ，，８８をを視視聴聴後後、、返返品品可可能能でですす。。  

        ●●「「ババーー経経営営ババイイブブルル・・接接客客会会話話編編」」でで、、ＤＤＩＩＳＳＫＫ，，１１をを試試聴聴後後、、返返品品可可能能でですす。。  

        ●●「「ババーー経経営営ババイイブブルル・・開開業業直直前前編編」」でで、、ＤＤＩＩＳＳＫＫ，，１１をを試試聴聴後後、、返返品品可可能能でですす。。  

  ※※上上記記以以外外ののＤＤＩＩＳＳＫＫやや、、キキャャンンペペーーンンななどどのの企企画画のの特特別別教教材材をを開開封封後後はは、、教教材材全全てて、、返返品品不不可可でですす。。  

  

【【ごご利利用用上上のの注注意意点点ににつついいてて】】  

■■ＤＤＶＶＤＤ・・ＣＣＤＤ教教材材のの無無断断ででのの、、公公開開、、転転売売、、転転用用、、複複写写、、複複製製をを禁禁じじまますす。。  

  「「３３日日でで学学べべるる！！老老舗舗ののカカククテテルル講講座座」」とと「「ババーー開開業業ババイイブブルル」」ののＤＤＶＶＤＤ教教材材、、「「ババーー経経営営ババイイブブルル」」ののＣＣＤＤ教教材材  （（解解説説本本もも含含めめるる））、、

当当ササイイトト上上でで販販売売ああるるいいはは掲掲載載ししてていいるる、、ああららゆゆるる内内容容のの一一切切のの無無断断ででのの、、公公開開、、転転売売、、転転用用、、複複写写、、複複製製  をを禁禁じじまますす。。全全ててのの内内

容容はは、、日日本本のの著著作作権権法法及及びび国国際際条条約約にによよっってて、、保保護護をを受受けけてていいまますす。。当当方方かかららのの文文書書にによよるる許許諾諾をを得得ずず  にに、、いいかかななるる方方法法ににおおいい

ててもも無無断断でで、、公公開開、、転転売売、、転転用用、、複複写写、、複複製製すするる事事はは、、禁禁じじらられれてていいまますす。。ななおお、、無無断断でで、、公公開開、、転転売売、、  転転用用、、複複写写、、複複製製ななどどがが発発

見見さされれたた場場合合、、理理由由のの如如何何をを問問わわずず、、無無条条件件でで、、法法的的手手段段をを取取ららせせてて頂頂ききまますすののででごご了了承承下下ささいい。。  

  

■■ババーー開開業業・・経経営営ややカカククテテルル習習得得をを、、１１００００％％保保証証すするるももののででははあありりまませせんん。。  

  「「３３日日でで学学べべるる！！老老舗舗ののカカククテテルル講講座座」」はは、、カカククテテルルのの知知識識、、技技術術をを、、確確実実にに３３日日間間でで、、習習得得ででききるる事事をを保保証証ししたたももののででははあありりまませせ

んん。。特特にに、、技技術術のの習習得得ににはは、、個個人人差差ががあありり、、練練習習ののたためめ、、かかななりりのの期期間間ががかかかかるる場場合合ががあありりまますす。。そそししてて、、「「ババーー開開業業ババイイブブルル」」  「「ババ

ーー経経営営ババイイブブルル」」もも、、ババーー開開業業、、運運営営のの成成功功をを、、１１００００％％保保証証すするるももののででははあありりまませせんん。。全全ててのの方方がが同同じじ吸吸収収力力ををももっってていいるるわわけけももなな

くく、、ごご覧覧頂頂いいたた内内容容がが、、個個々々人人にによよっってて、、受受けけ止止めめ方方やや、、そそのの方方のの能能力力にに応応じじてて変変化化すするるとと思思わわれれまますす。。ここうういいっったた点点をを、、十十二二分分ににごご

理理解解頂頂いいたたううええでで、、ごご購購入入下下ささいい。。  

  

■■全全ててののパパソソココンン、、ＤＤＶＶＤＤ・・ＣＣＤＤププレレーーヤヤーーででのの動動作作をを保保証証すするるももののででははあありりまませせんん。。動動作作ししなないい場場合合はは、、返返品品ＯＯＫＫでですす。。  

教教材材ででああるるＤＤＶＶＤＤ・・ＣＣＤＤはは、、全全ててののパパソソココンンやや、、ＤＤＶＶＤＤ・・ＣＣＤＤププレレーーヤヤーーででのの動動作作をを保保証証すするるももののででははあありりまませせんん。。ももちちろろんん、、当当方方でではは、、  数数

台台ののパパソソココンン、、数数種種類類ののＤＤＶＶＤＤ・・ＣＣＤＤ再再生生ソソフフトト、、数数台台ののＤＤＶＶＤＤ・・ＣＣＤＤププレレーーヤヤーーななどどでで、、正正常常なな作作動動をを確確認認ししてておおりりまますす。。  特特にに、、長長年年にに

わわたたりり、、同同じじパパソソココンンをを、、ごご使使用用ににななっってていいららっっししゃゃるる方方、、ＤＤＶＶＤＤドドラライイブブのの部部品品のの劣劣化化でで読読みみ取取りりででききななくくななっったたりり、、  再再生生がが停停止止すするる場場

合合ななどどももごござざいいまますす。。ここうういいっったた場場合合のの対対処処方方法法でですすがが、、最最もも安安価価ににつつくく方方法法ととししててはは、、外外付付けけののＤＤＶＶＤＤドドラライイブブななどどをを、、１１万万円円ぐぐららいいでで

購購入入頂頂くくとと、、良良いいとと思思いいまますす。。  

  

■■画画質質とと、、ＤＤＶＶＤＤ‐‐ＶＶＩＩＤＤＥＥＯＯ規規格格ににつついいてて。。  

ＤＤＶＶＤＤ教教材材ををごご覧覧ににななるるとと、、画画質質のの粗粗ささがが気気ににななるる方方ももああるるとと思思いいまますす。。ここれれはは、、ＤＤＶＶＤＤ‐‐ＶＶＩＩＤＤＥＥＯＯ規規格格がが、、現現在在ののハハイイビビジジョョンンをを対対象象ととしし

てていいなないいかかららでですす。。大大画画面面ににななるるほほどど、、画画質質がが粗粗くくななりりまますす。。でですすののでで、、ノノーートトパパソソココンン程程度度のの画画面面ででごご覧覧頂頂くくかか、、やややや画画面面ササイイズズをを小小

ささくくししてて、、ごご覧覧頂頂けけれればば、、画画質質もも気気ににななららななくくななりりまますす。。教教材材ととししててのの内内容容ににはは、、発発売売以以来来、、今今ままでで「「ククレレーームムゼゼロロ」」とといいうう絶絶対対のの自自信信がが

あありりまますすがが、、画画質質・・ノノイイズズ等等がが気気ににななるる方方、、神神経経質質なな方方はは、、ごご購購入入ををごご遠遠慮慮くくだだささいい。。  

  

「「ＤＤＶＶＤＤ‐‐ＶＶＩＩＤＤＥＥＯＯのの映映像像がが粗粗いい理理由由」」  

簡簡単単ににごご理理解解頂頂けけるるよようう、、少少ししだだけけ、、解解説説ささせせてて頂頂ききまますす。。現現在在主主流流ののハハイイビビジジョョンンはは、、解解像像度度がが「「11992200××11008800」」ピピククセセルルににななりりまま

すす。。ここれれにに比比べべてて、、ＤＤＶＶＤＤはは、、「「664400××448800」」やや「「772200××448800」」ピピククセセルルでですす。。つつままりり、、小小ささなな映映像像をを、、無無理理ややりり引引きき延延ばばししてて表表示示ささせせるるわわ

けけでで、、どどううししててもも、、輪輪郭郭ががぼぼややけけたた映映像像ににななるるとといいううわわけけでですす。。他他ににもも、、要要因因ははあありりまますすがが、、くくっっききりりししたた映映像像ににすするるののはは、、難難ししいいののでですす。。  

■■返返品品、、ごご利利用用上上のの注注意意点点ににつついいてて■■  



  【カクテルマスターＦＩＺＺ･･･利用規約】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カクテルマスターＦＩＺＺ（以下「弊店」といいます）の提供する商品 (「３日で学べる！老舗のカクテル講座」と「バー開業バイブル」のＤＶＤ教材と、「バー経営バイブ

ル」のＣＤ教材を、以下｢商品｣といいます) について、以下の利用規約を承認の上、ご利用ください。 

■第 1条（ＤＶＤ・ＣＤの動作について） 

「３日で学べる！老舗のカクテル講座」、「バー開業バイブル」、「バー経営バイブル」など、弊店の提供するＤＶＤやＣＤは、全てのパソコンや、ＤＶＤプレーヤー、ＣＤ

プレーヤーでの動作を保証するものではありません。（当方では、数台のパソコン、数種類のＤＶＤ・ＣＤ再生ソフト、数台のＤＶＤ・ＣＤプレーヤーなどで、正常な作動

を確認しております。） 特に、パソコンのＤＶＤドライブなどでは、読込み劣化が原因の場合もございますので、必ず、ご確認下さい。 

 

■第２条（商品の有効性について） 

「３日で学べる！老舗のカクテル講座」は、カクテルの知識・技術を、確実に３日間で、習得できる事を保証したものではありません。特に、技術の習得には、個人差

があり、練習のため、かなりの期間がかかる場合があります。また、「バー開業バイブル」と「バー経営バイブル」も、バー開業、運営の成功を１００％保証するものでは

ありません。全ての方が、同じ吸収力をもっているわけもなく、ご覧頂いた内容が、個々人によって、受け止め方や、その方の能力に応じて変化すると思われます。

その点を、十二分にご理解頂いたうえで、ご利用下さい。 

 

■第３条（公開、転売、転用、複写、複製の禁止について） 

弊店の商品（「３日で学べる！老舗のカクテル講座」と「バー開業バイブル」のＤＶＤ教材と、「バー経営バイブル」のＣＤ教材）はもちろん、弊店が販売に関連して掲

載しているあらゆる内容の一切の無断での、公開、転売、転用、複写、複製を禁じます。全ての内容は、日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けていま

す。当方からの文書による許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で、公開、転売、転用、複写、複製する事は禁じられています。なお、無断で、公開、転売、

転用、複写、複製などが、発見された場合、理由の如何を問わず、無条件で法的手段を取らせて頂きますのでご了承下さい。 

 

■第４条（交換・返品について） 

＜1＞.ご注文の商品が到着しましたら、まず商品をご確認下さい。 

＜2＞.不良品、誤送品等、当方に責任のある場合や、下記の交換・返品規約にある条項に該当する場合（教材の内容にご納得頂けないなど、商品の使用後でも） 

    交換・返品をお受けします。 

＜3＞.交換･返品に関しまして、基本的には、メールでの対応となります。 

  【交換･返品規約】 

  ①.交換･返品は商品到着後７日間以内に限りお申込み頂けます。７日間を経過してからの交換･返品はお受け致しかねます。 

  ②.次の第３項の場合を除き、商品のご使用後の交換･返品はお受けできません。 

  ③.商品到着後、早急に、ＤＶＤ・ＣＤ教材の１枚目（「３日で学べる！老舗のカクテル講座」基礎編ＤＩＳＫ－１、「バー開業バイブル」初級編ＤＩＳＫ－１、 

    「バー開業バイブル」中級編ＤＩＳＫ－４、「バー開業バイブル」上級編ＤＩＳＫ－８、「バー経営バイブル・接客会話編」ＤＩＳＫ－１、 

    「バー経営バイブル・開業直前編」ＤＩＳＫ－１）をご覧頂き、動作状態の確認と、内容の確認を行なって下さい。 

    ＤＶＤ・ＣＤの動作不良はもちろん、内容にご納得頂けない場合も、商品到着後７日間以内であれば、返品に応じております。 

    但し、趣味の教材「３日で学べる！老舗のカクテル講座」のＤＩＳＫ－２と３、「バー開業バイブル」初級編ＤＩＳＫ－２と３、「バー開業バイブル」中級編 

    ＤＩＳＫ－５と６と７、「バー開業バイブル」上級編ＤＩＳＫ－９と１０と１１のＤＶＤ教材、「バー経営バイブル・接客会話編」ＤＩＳＫ－２と３と４と５と６のＣＤ教材、 

    「バー経営バイブル・開業直前編」ＤＩＳＫ－２と３のＣＤ教材を開封された場合と、キャンペーンなどの企画によるプレゼント教材を開封後は、 

    返品には応じられませんので、あらかじめご了承下さい。半世紀に及ぶ弊店独自のノウハウを扱う商品という特殊性をご考慮頂けますよう、よろしくお願い致し     

    ます。当方は、ネット上だけではなく、現実の店舗を運営し、しかもお客様のご紹介以外はお断りするという会員制で、半世紀以上続いております。ノウハウに   

    関して、確固たるものがなければ、不可能なことと自負しております。どうぞ、この点を十二分に考慮して頂けますよう、よろしくお願いいたします。 

  ④.商品の同梱物は、お届けした時の状態のままで交換･返品頂けますようお願い致します。 

  ⑤.交換･返品時には、必ず、事前に、当方へメールにてご連絡下さい。メールの件名は「ＦＩＺＺ交換･返品要望」と記載してください。ご連絡なく、商品を返送 

    された場合、一切の対応を致しかねます。交換･返品の商品の返送は、当方からの返信メール受信後に行なって下さい。 

  ⑥.交換の場合、商品の仕様変更・欠品などにより、同一ではなく同等の商品と交換させて頂く場合がございます。 

  ⑦.商品到着時における破損、商品間違いなどの場合、交換・返品時の送料・手数料は、当方で負担させて頂きます。 

  ⑧.前７項以外の返品の場合、往復の送料と、クレジットカード手数料や振込手数料など手数料は、お客様負担とさせて頂きます。 

  ⑨.ご返金のお手続きは、当方に商品が到着し、商品の確認後となります。３０日～４０日ぐらいかかる場合もございます。あらかじめご了承下さい。 

  ⑩.ご返金は、如何なる場合も、銀行振込にてご返金させて頂くことになります。現金書留など、その他の方法でのご返金は承っておりません。 

 

■第 5条（損害賠償について）  

弊店の商品利用により発生した損害のうち、売買契約に関するもの以外の損害に対し一切の責任を負わないものとします。また、損害賠償の金額は、如何なる場

合も、商品代金を最高賠償金額とさせて頂きます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売事業者名 カクテルマスターＦＩＺＺ 

運営統括責任者氏名 細田信治 

所在地 広島県広島市中区薬研堀１-１０-３Ｆ 

電話番号 082-241-7283 

メールアドレス fizz@bar-open.com 

ホームページ バー開業講座 bartender・ＦＩＺＺ本店      http://bartender.jp/    

バー開業とバー経営の教科書・申込専用  http://bar-open.com/ 

バーテンダースクール・教材解説専用     http://bartender-academy.com/ 

販売価格 商品ごとに表示 

支払方法と支払期限 代金引換・・・商品引渡時に支払。 

銀行振込・・・ご注文後７日以内に振込み。（７日を超えた場合は、一旦キャンセル扱いとさせて頂きます。） 

クレジットカード、電子決済・・・購入申込み時に支払手続き。 

商品代金・送料以外の必要料金 代引き手数料、銀行振込み手数料、電子決済手数料、商品取引関連の手数料 

商品の引渡し時期 代引き、クレジットカード払い、電子決済の場合、ご注文の確認が取れた日から、３～７営業日以内に発送致します。 

銀行振込の場合、入金確認日から３～７営業日以内に発送致します。 

申込の有効期限 ご注文後、７日以内とさせて頂きます。先払いのご注文の場合、ご注文後、８日以上経過しても、ご入金頂けない 

場合は、キャンセル扱いとさせて頂きます。 

 

■第６条（個人情報の取扱について） 

弊店では、以下の取り決めに従って、お客様の個人情報の取扱やセキュリティなどに細心の注意を払っております。 

＜１＞ 収集した個人情報の利用について  

弊店は、お客様のお名前・ご住所・電話番号・生年月日・メールアドレスなどの個人情報、および弊店との取引状況等の情報を、以下の目的で利用いたします。  

  ①弊店の商品の発送、カタログやＤＭの送付、関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせのため  

  ②弊店の通信販売に関する事業活動、催事に関するご案内、アンケート調査、その他生活に関するお得な情報をお届けするため  

  ③弊店が適切と判断した企業のカタログやＤＭ、試供品などの送付のため  

  ④マーケティングおよび販売促進、商品企画のための統計データ作成のため。但し、個人は識別できません。  

  ⑤弊店との取引に関する与信判断、途上与信、債権管理のため  

 

＜２＞ 個人情報の提供について  

弊店がお客様から収集させていただいた個人情報は、以下の何れかに該当する場合を除き、第三者に提供・開示等をすることはありません。  

  ①お客様の事前の同意・承諾を得た場合  

  ②クレジットカード会社よりカード不正利用の調査のため照会があった場合  

  ③法令等に基づく場合や、取引銀行等との事業説明などで、提供に応じなければならない場合 

 

＜３＞ 個人情報の預託について  

弊店がお客様から収集させていただいた個人情報は、個人情報に関する機密保持契約を締結している業務委託会社に対して、お客様に明示した利用目的の達

成に必要な範囲で個人情報の取扱を委託する場合を除き、預託をすることはありません。 

 

＜４＞ 個人情報の開示・訂正・利用停止など 

弊店は個人情報保護法その他の法令に規定されている理由がある場合を除いて、本人またはその代理人から個人情報の開示、訂正、追加、利用停止等の求め

があった場合は、合理的と判断される範囲で適切に対応いたします。  

 

■第７条（団体交渉の禁止と、合意管轄裁判所について）  

弊店と弊店の利用者は、お互い、信義にのり当規約を履行するものとし、この規約に定めない事項も含め、如何なる場合においても、団体交渉もしくはこれに類する

方法をもって、これを為す事はできないものとします。 

また、本規約に関して紛争が生じた場合の管轄裁判所は、弊店の所在地の管轄裁判所とします。   

http://my-fizz.com/
http://bar-open.com/
http://bartender-academy.com/


  【ＤＶＤ・ＣＤ教材－購入申込書】 

  下記にご記入の上、当方へご返送をお願い致します。 

  ご希望の方法で、申込完了のお知らせをさせて頂きます。 

  ホームページからなら、クレジットカード払いなどのご利用もできます。 
 

商品選択 

※ご希望の商品を○で囲み、料金を右にご記入下さい。金額は、ホームページでご確認下さい。 

老舗のカクテル講座(36,800 円） 

         円        

バー開業バイブル・初級編※価格は値上げの可能性あり 

バー開業バイブル・中級編※価格は値上げの可能性あり 

バー開業バイブル・上級編※価格は値上げの可能性あり 

バー経営バイブル・接客会話編※価格は値上げの可能性あり 

バー経営バイブル・開業直前編※価格は値上げの可能性あり 

※セット購入は、ココに商品名をご記載下さい。 

支払方法 
 ※ご希望の商品合計金額より、あてはまる手数料を記載して下さい。 

 代引き 全てのお支払合計金額が、「５万円未満の場合、８００円」「５万円以上の場合、１０１６円」          円 

送料  ※恐縮ですが、送料をご負担下さい。送料は、別紙にてご確認下さい。          円 

お支払合計金額 （上記の各項目を記載し、合計金額を右にご記入下さい。）          円 

 
 

申 込 日      平成        年        月        日  

フ リ ガ ナ 
                                   

印 

氏  名   

性別 

生年月日 

※お酒を扱う教材ですので、未成年の方の購入はお断りしております。 

（ 男 ・ 女 ）         年       月       日  （      歳） 

現 住 所 

※配送先は、ご署名頂いたご本人・ご自宅のみに限らせて頂きます。 

（〒     －         ） 

 フ リ ガ ナ 

連絡先 

※受注と、お支払合計金額の確認に、ご希望の連絡先を○で囲み、ご記入下さい。 

１．電話    （      ）      － 

２．Ｅメール 

同意項目 
※カクテルマスターＦＩＺＺ利用規約を精読し、同意される場合、□にチェックをつけて下さい。 

     □ 同意する （同意されない場合、ご購入はできません。） 

〒730-0027 

広島市中区薬研堀１－１０ 【カクテルマスターＦＩＺＺ】 

 Tel 082-241-7283      

 URL http://bar-open.com   Ｍail fizz@bar-open.com 

http://bar-open.com/

