
千葉県 君津商業 Ｋ・Ｒ ㈱FEEL CONNECTION 東京都 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

千葉県 鹿島学園　成田キャンパス Ｉ・Ｋ 湯パラダイス佐倉 千葉県
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資
格エントリーコース修了書・専門士

千葉県 松尾 Ｙ・Ｔ ㈱総合体育研究所千葉 千葉県
一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6Hキッドビクス・Basicライセンス取得講習会・日本ラ
グビーフットボール協会公認タグティーチャー研修会修了・一般社団法人　日本こどもフィットネス
協会6H Play Fitness Certificate・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

千葉県 生浜 Ｓ・Ｒ ㈱FEEL CONNECTION 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

千葉県 銚子 Ｈ・Ｍ アシックスジャパン㈱ 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・モ
チベーション・マネジメント協会公認モチベーション・インストラクター・モチベーション・マネジメン
ト協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

千葉県 東京学館浦安 Ｔ・Ｄ ㈱ヴェルディ 千葉県
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資
格エントリーコース修了書・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・専
門士

千葉県 東京学館 Ｔ・Ｙ ㈱ティダ 東京都

一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6Hキッドビクス・Basicライセンス取得講習会・日
本ラグビーフットボール協会公認タグティーチャー研修会修了・公益財団法人　実務技能検
定協会サービス接遇検定3級・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness 
Certificate・日本スポーツ教育協議会こども運動指導者検定2級・モチベーション・マネジメント協
会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

千葉県 東京学館 Ｍ・Ｈ ㈱ドリームサッカースクール 千葉県
一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6Hキッドビクス・Basicライセンス取得講習会・日本ラ
グビーフットボール協会公認タグティーチャー研修会修了・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

千葉県 日本体育大学柏 Ｎ・Ｓ ㈱ザ・ビッグスポーツ 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
モチベーション・インストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラ
ブマネジメント技能検定３級・専門士

千葉県 茂原北陵 Ｓ・Ｒ ㈱ダンロップスポーツウェルネス 千葉県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・専門士

千葉県 木更津総合 Ｉ・Ｓ TSCホリスティック㈱アミーダ 千葉県
一般社団法人　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・日本赤十字社赤
十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エ
ントリーコース修了書・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・専門士

千葉県 木更津総合 Ｆ・Ｎ ㈱ザ・ビッグスポーツ 大阪府 一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・モチベーション・マネ
ジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

千葉県 流山南 Ｍ・Ｋ ㈱東京アスレティッククラブ 東京都
一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6Hキッドビクス・Basicライセンス取得講習会・日本ラ
グビーフットボール協会公認タグティーチャー研修会修了・日本スポーツ教育協議会こども運動指
導者検定2級・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エント
リーコース修了書・専門士

福島県 須賀川 Ａ・Ｒ ㈱ティップネス 千葉県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・専門士

その他 既卒 Ｋ・Ｙ ㈱総合体育研究所千葉 千葉県

一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6Hキッドビクス・Basicライセンス取得講習会・日本ラグビー
フットボール協会公認タグティーチャー研修会修了・一般社団法人　日本コミュニケーション教育協会野
外活動コーチ養成認定講習・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤
十字救急法救急員・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・日本ス
ポーツ教育協議会こども運動指導者検定2級・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーショ
ン・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本スポーツ教育協議会こども運動指導者検定1級・専門士
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その他 既卒 Ｍ・Ｓ ㈱埼北スイミングスクール 埼玉県
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　
機能改善水中ウォーキング・専門士
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千葉県 安房 Ｏ・Ｍ （医）鎮誠会　千葉きぼーるクリニック 千葉県

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公
認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本コンピュータ能力教育協議
会パソコン技能検定3級・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・（公財）日本スポーツ協会公認　ア
スレティックトレーナー・専門士

千葉県 我孫子東 Ｓ・Ｈ ㈱東京アスレティッククラブ 東京都 日本赤十字社赤十字救急法救急員・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・モチベーション・マネジメ
ント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

千葉県 九十九里 Ｏ・Ｎ ㈱クラリティ 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公
認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本コンピュータ能力教育協議
会パソコン技能検定3級・一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブマネジメン
ト技能検定３級・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専
門士

千葉県 九十九里 Ｕ・Ｓ ㈱インターネットインフィニティー 東京都
日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・
マネジャー資格エントリーコース修了書・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・ＮＰＯ法人　日本ト
レーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

千葉県 九十九里 Ｏ・Ｎ （医）共生会 高根町整形外科 千葉県
日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・
マネジャー資格エントリーコース修了書・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・ＮＰＯ法人　日本ト
レーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

千葉県 佐倉東 Ｔ・Ｓ ㈱フクシ・エンタープライズ 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公
認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本コンピュータ能力教育協議
会パソコン技能検定3級・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指
導者・専門士

千葉県 四街道北 Ｇ・Ａ ㈱ヴェルディ 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門士

千葉県 市原緑 Ｋ・Ａ ㈱BｰST 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

千葉県 秀明八千代 Ｓ・Ｄ 茂原ひまわり整骨院 千葉県
日本ラグビーフットボール協会公認タグティーチャー研修会修了・日本赤十字社赤十字救急法救
急員・東京都健康長寿医療センター認定介護予防運動指導員・モチベーション・マネジメント協会
公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

千葉県 昭和学院 Ｓ・Ｔ ㈱クラリティ 東京都
日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定ト
レーニング指導者・専門士

千葉県 千城台 Ｏ・Ｙ 千葉県総合スポーツセンター 千葉県
日本ラグビーフットボール協会公認タグティーチャー研修会修了・（公財）健康・体力づくり事業財
団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協
会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセ
ラピスト・専門士

千葉県 千葉工業 Ｋ・Ｈ 茂原ひまわり整骨院 千葉県
日本ラグビーフットボール協会公認タグティーチャー研修会修了・公益財団法人　実務技能検定
協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協
会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本コンピュータ能力教育
協議会パソコン技能検定3級・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

千葉県 船橋古和釜 Ｉ・Ｒ ミズノスポーツサービス㈱ 大阪府 日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

千葉県 船橋豊富 Ｓ・Ｙ 浦安市中央武道館 千葉県 日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

千葉県 大網 Ｓ・Ｋ ㈱オアシスグループ 千葉県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本コンピュータ能力教育協議会パ
ソコン技能検定3級・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・
専門士
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千葉県 拓殖大学紅陵 Ｔ・Ｙ ㈱ベネッセスタイルケア 東京都
日本ラグビーフットボール協会公認タグティーチャー研修会修了・公益財団法人　実務技能検定
協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協
会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセ
ラピスト・専門士

千葉県 拓殖大学紅陵 Ｇ・Ｒ ㈱フクシエンタープライズ 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

千葉県 拓殖大学紅陵 Ｔ・Ｋ ㈱BｰST 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

千葉県 拓殖大学紅陵 Ａ・Ｍ ㈱明昭 東京都 日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

千葉県 天羽 Ｓ・Ｇ ゼビオ㈱ 千葉県 日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

千葉県 天羽 Ｍ・Ｒ ㈱インターネットインフィニティー 東京都
日本ラグビーフットボール協会公認タグティーチャー研修会修了・日本赤十字社赤十字救急法救
急員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコー
ス修了書・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡ
ＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

千葉県 土気 Ｎ・Ｍ ㈱ZEN PLACE 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本ラグビーフットボール協会公認タ
グティーチャー研修会修了・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十
字社赤十字救急法救急員・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・モチベーション・マネジメント協会
公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・（公財）日本スポーツ協会公認　
アスレティックトレーナー・専門士

千葉県 東総工業 Ｅ・Ｒ パーソナルトレーニングスタジオ　ボディーインプルーブ 千葉県 モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・専門士

千葉県 柏井 Ｆ・Ｔ ㈱インターネットインフィニティー 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・モ
チベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・

ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

千葉県 八街 Ｓ・Ａ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都
日本赤十字社赤十字救急法救急員・東京都健康長寿医療センター認定介護予防運動指導員・モチ
ベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・ＩＨ
ＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

千葉県 富里 Ｍ・Ｈ 茂原ひまわり整骨院 千葉県
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本ラグビーフットボール協会公認タ
グティーチャー研修会修了・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十
字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー
資格エントリーコース修了書・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

千葉県 木更津総合 Ｓ・Ｙ ㈱クラリティ 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・モ
チベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・

ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

茨城県 下館第二 Ｓ・Ｍ ㈱ベネッセスタイルケア 東京都 日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

茨城県 鉾田第二 Ｉ・Ｋ ㈱東京アスレティッククラブ 茨城県
（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本コンピュータ能力教育協議会パ
ソコン技能検定3級・専門士

茨城県 鉾田第二 Ｋ・Ｔ ㈱ベネッセスタイルケア 東京都
日本ラグビーフットボール協会公認タグティーチャー研修会修了・日本赤十字社赤十字救急法救
急員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコー
ス修了書・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士
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茨城県 鉾田第二 Ｈ・Ｎ ㈱メディロム 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・東
京都健康長寿医療センター認定介護予防運動指導員・モチベーション・マネジメント協会公認公認
モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・
専門士

秋田県 西目 Ｋ・Ｒ ㈱SHUTUP&SQUAT 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公
認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本コンピュータ能力教育協議
会パソコン技能検定3級・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指
導者・専門士

山形県 山形学院 Ｈ・Ｊ ㈱フクシエンタープライズ 東京都 日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・専門士

新潟県 十日町 Ｏ・Ｙ アクシアルリテイリング㈱ 新潟県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者
協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

その他 既卒 Ｏ・Ｔ ㈱リアルフィジカルトレーナーズ 東京都
日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マ
ネジャー資格エントリーコース修了書・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定ト
レーニング指導者・専門士

その他 既卒 Ｋ・Ｒ ㈱フォレストアドベンチャー 千葉県
日本ラグビーフットボール協会公認タグティーチャー研修会修了・公益財団法人　実務技能検定
協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協
会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・ＮＰＯ法人　日本トレーニン
グ指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

その他 既卒 Ｔ・Ｔ ㈱トゥエンティフォーセブン 千葉県

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・モチベーション・マネジメント協会公認
公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・日本コンピュータ能力教育協議会パ
ソコン技能検定3級・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・
専門士

その他 既卒 Ｈ・Ｄ ㈱クラリティ 東京都

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・一般社団法人　日本フィットネス産
業協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定
ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士

その他 既卒 Ｈ・Ｒ ㈱インターネットインフィニティー 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・モ
チベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了書・

ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

その他 既卒 Ｙ・Ｔ ㈱THINKフィットネス 東京都
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
モチベーション・マネジメント協会公認公認モチベーション・マネジャー資格エントリーコース修了
書・一般社団法人　日本フィットネス産業協会フィットネスクラブマネジメント技能検定３級・ＮＰＯ
法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴＩ認定トレーニング指導者・専門士
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