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  ATELIER TSUJI TOKYO（アトリエ 辻 東京）併設

辻フランス・イタリア料理マスターカレッジ
辻日本料理マスターカレッジ
辻製菓マスターカレッジ

東　京
フランス・リヨン 

辻調グループフランス校

●「辻調グループ」とは、創設者・辻静雄の＜建学の精神＞＜ビジョン＞を共有し、教育の実践的研究を目的に形成された「コンソーシアム」の総称です。●辻調理師専門学校・辻製菓専門学校は、厚生労働大臣指定の専修学校。それ以外の学校は、専修・各種学校以外の教育機関です。

「辻調グループ」は、辻調理師専門学校を中心に大阪あべの（大阪市阿倍野区）、東京、フランスを結ぶ学校グループです。
「学校法人 三幸学園 辻学園調理・製菓専門学校、名古屋辻学園調理専門学校」とは一切関係がございませんので、お申し込みに関しては十分ご注意ください。

ご注意ください !

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

手帳に
メモしとこ！

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

シミュレーション実習（イタリア）

シミュレーション実習（イタリア）

ショップ営業日

シミュレーション実習（フランス）

シミュレーション実習（日本） シミュレーション実習（フランス）

シミュレーション実習（日本）

ショップ営業日ショップ営業日ショップ営業日 ショップ営業日 ショップ営業日

ショップ営業日ショップ営業日 ショップ営業日 ショップ営業日

ショップ営業日

ショップ営業日 ショップ営業日 ショップ営業日

シミュレーション実習（日本）

シミュレーション実習（日本）

ショップ営業日ショップ営業日

ショップ営業日 ショップ営業日ショップ営業日

シミュレーション実習（フランス）

シミュレーション実習（日本）

ショップ営業日

ショップ営業日ショップ営業日

シミュレーション実習（フランス）

シミュレーション実習（日本）

ショップ営業日

シミュレーション実習（フランス）

シミュレーション実習（日本）

キャンパスツアー（午前）１

キャンパスツアー（午後）2

キャンパスツアー（午前）3

キャンパスツアー（午後）4

5 キャンパスツアー（午前）
キャンパスツアー（午後）6

キャンパスツアー（午前）7

キャンパスツアー（午後）8

キャンパスツアー（午前）9

キャンパスツアー（午後）10

キャンパスツアー（午前）11

キャンパスツアー（午後）12

キャンパスツアー（午前）13

キャンパスツアー（午後）14

キャンパスツアー（午前）15

キャンパスツアー（午後）16

キャンパスツアー（午前）17

キャンパスツアー（午後）18

キャンパスツアー（午前）19

キャンパスツアー（午後）20

キャンパスツアー（午前）21

キャンパスツアー（午後）22

キャンパスツアー（午前）23

キャンパスツアー（午後）24

キャンパスツアー（午前）25

キャンパスツアー（午後）26

キャンパスツアー（午前）27

キャンパスツアー（午後）28

キャンパスツアー（午前）31

キャンパスツアー（午後）32

キャンパスツアー（午前）29

キャンパスツアー（午後）30

キャンパスツアー（午前）33

キャンパスツアー（午後）34

キャンパスツアー（午前）41

キャンパスツアー（午後）42

キャンパスツアー（午前）39

キャンパスツアー（午後）40

キャンパスツアー（午前）35

キャンパスツアー（午後）36

キャンパスツアー（午前）37

キャンパスツアー（午後）38

キャンパスツアーへの申込み方法

受付時間　9：00～18：00（月曜～金曜）
0120-71-1305

電 話

taiken-tokyo@tsuji.ac.jp
E-mail
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OC オープンキャンパス開催日
詳細はHPでご確認ください。… …

このマークのある日程は、
前後のオープンキャンパスとの
セット参加がオススメです！

辻調グループ
総合入学案内係

大阪 0120-24-2418
〒545-0053  大阪市阿倍野区松崎町3-16-11
FAX 06-6622-6280

東京 0120-71-1305
〒186-0003  東京都国立市富士見台2-13-3
FAX 042-571-1132

辻調グループ
ホームページ https://www.tsuji.ac.jp

◎申込み完了後、会場や開催日、集合時間などを案内する「参加証」を郵送します。必要事項を記入して、各イベントの当日は忘れずにお持ちください。
◎参加希望者の個人情報は、ご参加いただく方のデータ登録および本校からの情報提供の目的で使用いたします。本校の個人情報の取り扱いについては本校WEBサイト「プライバシーポリシー」を参照してください。→ www.tsuji.ac.jp

ショップ営業日 ショップの営業時間は12：00～16：00です。…

●お名前（ふりがな） ●年齢 ●郵便番号 ●ご住所（マンション、アパートなど、棟・号室などある場合は必ずそれも明記してください） ●職

業（学校名・学年） ●日中連絡のつく電話番号（携帯など） ●保護者の方が一緒にいらっしゃる場合はその人数 ●上記の　    ～　    の

うち、希望のコースを選択 ●料理を学ぶ「辻調理技術マネジメントカレッジ」「辻フランス・イタリア料理マスターカレッジ」「辻日本料理マ

スターカレッジ」をご希望の方は  調理系授業  、製菓を学ぶ「辻製菓技術マネジメントカレッジ」「辻製菓マスターカレッジ」をご希望の方
は  製菓系授業  、すべてに興味のある方は  調理・製菓の両方  を明記してください。
※お友達と一緒に参加する場合は、各自お申込みが必要です。
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メールでお申込みの時には、件名に「7月キャンパスツアー希望」と明記のうえ、下記の項目を本文に入力の上、送信してください。



学校を選ぶには、普段の授業の様子や先生の雰囲気を見ることが大切！
そこで今回、普段の授業が見学できるツアーを企画しました。
先生ってどんな教え方をしてくれるの？どんな学生生活を過ごしているの？など、
気になることを自由に見て確認していただけます。
個別相談もできるので、ぜひ参加しよう！

完全予約制です。裏面の申込み方法からお申込みください。

必 ポイント1 調理系の進学を考えている方必見！
シミュレーション実習を目の前で見られる！

辻調理技術マネジメントカレッジの大きな特徴の一つが、２年次に行われる〈つくる・接客する・

食べる〉の３チームにわかれて実際のレストランと同じ形式で行う「シミュレーション実習」。

見学を希望される方は、裏面のスケジュールの中から「シミュレーション実習」が実施される日を

選んでください。

必 ポイント2 製菓系の進学を考えている方は是非！
製菓店〈アトリエ 辻 東京〉での店舗実習を見学できる！

辻製菓技術マネジメントカレッジの大きな特徴の一つが、2年次に行われる「ショップ」での店舗実習です。仕込み・製造・

ラッピング・販売・売上管理をすべて実践し、即戦力を身につけます。入学後の姿を具体的にイメージすることができます！

必 ポイント3 エコール 辻 東京の学び方を
とことんチェック！

毎日の授業に加え、一流レストランのシェフや有名パティシエが特別講師として授業する「特別講師授業」。実習室を解放して

行う自主練習の場である「スキルアップ」。どちらもエコール 辻 東京の特徴的な学び方です。

「特別講師授業」は裏面のスケジュールの「調理特別講師授業」「製菓特別講師授業」、「スキルアップ」は「調理系スキル

アップ」「製菓系スキルアップ」と表記されている日を選んでお申込みください。

必 ポイント5 ＡＯ入試のエントリー資格が
取得できます！（※2020 年４月入学対象者　※ＡＯ入試面接は行われません）

通常はオープンキャンパスに参加することで取得できるＡＯ入試のエントリー資格が、今回のキャンパスツアー参加で取得することができます！

必 ポイント4 キャンパスツアーとオープンキャンパスを
2日連続で体験できる日程が５日！

キャンパスツアーとオープンキャンパスと何度も来校いただくのは大変ですよね。右記のように効率よくキャンパスツアーと

オープンキャンパスを2日連続で体験できる日が５日程あります。この機会に2つのイベントに併せてご参加ください！

7月８日（月）
キャンパスツアー

7月７日（日）
オープンキャンパス

7月13日（土）
オープンキャンパス

7月12日（金）
キャンパスツアー

7月22日（月）
キャンパスツアー

7月21日（日）
オープンキャンパス

7月27日（土）
オープンキャンパス

7月26日（金）
キャンパスツアー

7月29日（月）
キャンパスツアー

7月28日（日）
オープンキャンパス

2
日
連
続
で
体
験
で
き
る
日
程

7/1 月～7/31水
※土・日・祝を除く

午前 10：00
午後 13：30

集合
時間

自由解散と
なります

エコール 辻 東京


