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2020 年 2 月 25 日 

一般財団法人ベターホーム協会 

 

 

ベターホームのお料理教室 会費改定のお知らせ 

 

「ベターホームのお料理教室」は多くの方にご受講いただきたいという考えから、様々な経営の合理化を図って

まいりました。しかし昨今、食材や運搬費などの高騰が相次ぎ、運営の努力だけでは吸収しきれなく、 

これ以上の価格の据え置きは難しい状況となっております。 

つきましては、教室の品質の維持に努めながら、コース制では 2020 年 5 月開講春夏コースから、チケット制で

は、2020 年 4 月 20 日販売分から、会費を改定させていただくことになりました。 

何卒余儀ない事情をご理解いただき、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

会費改定一覧 

 （コース制：2020 年 5 月開講春夏コース／チケット制：2020 年 4 月 20 日販売分より適用） 

 コース制 
税抜（カッコ内税込） 

チケット制 
税抜（カッコ内税込） 

 改訂後 改訂前 改訂後 改訂前 

お料理入門コース 22,800 円(25,080 円) 23,100 円(25,410 円) 3,800 円(4,180 円) 3,850 円(4,235 円) 

和食基本技術の会 27,000 円(29,700 円) 23,700 円(26,070 円) 4,500 円(4,950 円) 3,950 円(4,345 円) 

和食応用技術の会 30,000 円(33,000 円) 25,800 円(28,380 円) 5,000 円(5,500 円) 4,300 円(4,730 円) 

和食上級技術の会 33,000 円(36,300 円) 33,000 円(36,300 円) 5,500 円(6,050 円) 5,500 円(6,050 円) 

洋食・中華おかずの基本 27,000 円(29,700 円) 24,300 円(26,730 円) 4,500 円(4,950 円) 4,050 円(4,455 円) 

家庭料理の会 30,000 円(33,000 円) 25,200 円(27,720 円) 5,000 円(5,500 円) 4,200 円(4,620 円) 

うれしい作りおき料理 30,000 円(33,000 円) 26,400 円(29,040 円) 5,000 円(5,500 円) 4,400 円(4,840 円) 

からだを整えるバランスごはん 30,000 円(33,000 円) 28,200 円(31,020 円) 5,000 円(5,500 円) 4,700 円(5,170 円) 

健康寿命をのばす元気ごはん 30,000 円(33,000 円) 28,200 円(31,020 円) 5,000 円(5,500 円) 4,700 円(5,170 円) 

お肉料理の会 30,000 円(33,000 円) 26,700 円(29,370 円) 5,000 円(5,500 円) 4,450 円(4,895 円) 

お魚基本技術の会 36,000 円(39,600 円) 29,400 円(32,340 円) 6,000 円(6,600 円) 4,900 円(5,390 円) 

野菜をおいしく食べる会 30,000 円(33,000 円) 26,100 円(28,710 円) 5,000 円(5,500 円) 4,350 円(4,785 円) 

世界のチーズ料理 36,000 円(39,600 円) 33,000 円(36,300 円) 6,000 円(6,600 円) 5,500 円(6,050 円) 

手作りパンの会 27,000 円(29,700 円) 24,300 円(26,730 円) 4,500 円(4,950 円) 4,050 円(4,455 円) 

お菓子の会 30,000 円(33,000 円) 26,700 円(29,370 円) 5,000 円(5,500 円) 4,450 円(4,895 円) 

やさしい焼き菓子 27,000 円(29,700 円) 24,300 円(26,730 円) 4,500 円(4,950 円) 4,050 円(4,455 円) 

和菓子の会 27,000 円(29,700 円) 24,600 円(27,060 円) 4,500 円(4,950 円) 4,100 円(4,510 円) 

20 分で 2品おかず 30,000 円(33,000 円) ― 5,000 円(5,500 円) ― 

くり返し作りたいごちそう料理 33,000 円(36,300 円) ― 5,500 円(6,050 円) ― 

 

※「お料理入門コース」のみ会費を下げております。 

※シェフに習うコースも会費を改訂いたします。次頁をご確認ください。 
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2020 年 2 月 25 日 

一般財団法人ベターホーム協会 

 

 

シェフに習う 会費改定一覧 

 （2020 年 5 月開講春夏コースより適用） 

●首都圏 

 改訂後 
税抜（カッコ内税込） 

改訂前 
税抜（カッコ内税込） 

Essence（エッセンス）の薬膳中華 34,800 円(38,280 円) 31,200 円(34,320 円) 

イタリア料理の会 アルポンテ 34,800 円(38,280 円) 31,500 円(34,650 円) 

飲茶の会 30,000 円(33,000 円) 27,000 円(29,700 円) 

くろもりの中国料理  34,800 円(38,280 円) 31,200 円(34,320 円) 

後藤紘一良の懐石料理 37,800 円(41,580 円) 34,200 円(37,620 円) 

懐石料理の会 31,800 円(34,980 円) 30,000 円(33,000 円) 

七草の会 31,800 円(34,980 円) 30,000 円(33,000 円) 

やさしい薬膳 31,800 円(34,980 円) 29,100 円(32,010 円) 

フランス家庭料理の会 34,800 円(38,280 円) 31,200 円(34,320 円) 

カノビアーノのイタリアン 34,800 円(38,280 円) 31,500 円(34,650 円) 

 

●京阪神・名古屋・札幌・仙台 

 
改訂後 

税抜（カッコ内税込） 
改訂前 

税抜（カッコ内税込） 

四季のおばんざい 30,600 円(33,660 円) 28,200 円(31,020 円) 

懐石料理の会 30,600 円(33,660 円) 28,800 円(31,680 円) 

およねの京料理 31,800 円(34,980 円) 29,400 円(32,340 円) 

なだ万の日本料理 30,600 円(33,660 円) 28,800 円(31,680 円) 

おうちでマクロビオティック 30,600 円(33,660 円) 28,200 円(31,020 円) 

西村清月堂の和菓子 29,400 円(32,340 円) 26,400 円(29,040 円) 

花の発酵食ごはん 30,600 円(33,660 円) 27,600 円(30,360 円) 

ラ メゾン ドゥ グラシアニのフランス家庭料理 30,600 円(33,660 円) 28,800 円(31,680 円) 

ノガラッツァのイタリア料理 30,600 円(33,660 円) 28,200 円(31,020 円) 

カ・デル ヴィアーレのイタリア料理 30,600 円(33,660 円) 28,200 円(31,020 円) 

中国料理の会（名古屋） 30,600 円(33,660 円) 28,800 円(31,680 円) 

pippin の日々のお惣菜（札幌） 29,400 円(32,340 円) 26,700 円(29,370 円) 

くろもりの中国料理 （仙台） 29,400 円(32,340 円) 26,700 円(29,370 円) 

 

以上 


