
福岡県 飯塚 Ｉ・Ｒ 株式会社サンレー 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講
師　3 級・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定
２級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータルメイクアップ検定　
ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

福岡県 折尾 Ｏ・Ｒ ANA クラウンプラザホテル福岡 福岡県
パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・レストランサービス技能検定 3 級・認定ドレス
コーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・サー
ビス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダ
ル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック

福岡県 折尾 Ｆ・Ａ 株式会社木下写場 福岡県
専門士称号・きもの講師　3 級・ブライダルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２
級・認定ドレスコーディネーター・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能
力検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

福岡県 折尾 Ｙ・Ｈ 株式会社ジャスマック 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・ブライダ
ルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・トー
タルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・
ブライダルフラワーアレンジメント

福岡県 嘉穂東 Ｕ・Ｙ パドドゥ・ル・コトブキ 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソ
ナルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定３級・トータルメイクアップ検
定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検
定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

福岡県 北九州 Ｉ・Ｍ 株式会社リンクイット 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・トータル
メイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・ブライダルフラワーアレンジメ
ント・サービス接遇検定　３級

福岡県 北九州市立 Ａ・Ｃ 株式会社ベルコ 兵庫県
トータルメイクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメン
ト・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講師　3
級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検
定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級

福岡県 九州国際大学付属 Ｃ・Ｍ 株式会社豊かな気持ち 京都府
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講
師　3 級・ブライダルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコー
ディネーター・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービ
ス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

福岡県 玄界 Ｆ・Ａ 有限会社 B-PLACE　BiB 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソ
ナルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・
認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータルメイクアップ検定　ベー
シック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

福岡県 須恵 Ｉ・Ｙ アイ・ケイ・ケイ株式会社 佐賀県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講
師　3 級・ブライダルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコー
ディネーター・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービ
ス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

福岡県 須恵 Ｏ・Ａ 福岡ビューティーアート専門学校（進学） 福岡県
ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター
検定・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・
パソコン技能検定３級・レストランサービス技能検定 3 級・認定ドレスコーディネーター・パソ
コン技能能力検定３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級

福岡県 第一薬科大学付属 Ｍ・Ｒ 株式会社インクリース 鹿児島県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソナルカ
ラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検定１級・ブ
ライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータ
ルメイクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

福岡県 太宰府 Ｈ・Ｎ 株式会社メモリード 長崎県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・ブライダ
ルプランナー検定１級・認定ドレスコーディネーター・トータルメイクアップ検定　ベーシッ
ク・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメン
ト

福岡県 筑紫 Ａ・Ｙ 株式会社クォーターズ 福岡県
ブライダルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技
能能力検定３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーア
レンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講
師　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級

福岡県 筑紫 Ｏ・Ｃ 株式会社 NEW ART 東京都
きもの講師　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定２級・パソコン
技能検定３級・ブライダルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディ
ネーター・専門士称号・パソコン技能能力検定３級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・
トータルメイクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

福岡県 筑紫台 Ｆ・Ｙ 株式会社アシュラン 福岡県
パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・レストランサービス技能検定 3 級・認定ドレス
コーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・サー
ビス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダ
ル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック

福岡県 博多工業 Ｓ・Ｎ 株式会社アシュラン 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講
師　3 級・ブライダルプランナー検定１級・認定ドレスコーディネーター・トータルメイクアッ
プ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラ
ワーアレンジメント

福岡県 東筑紫学園 Ｔ・Ｙ 有限会社田中屋呉服店 福岡県
ブライダルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネー
ター・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検
定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コー
ディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級

福岡県 福岡 Ｈ・Ｙ 株式会社タカクラホテル福岡 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・レス
トランサービス技能検定 3 級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータルメ
イクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

福岡県 福岡女子 Ｈ・Ａ 株式会社 THE・KISS 東京都
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソナル
カラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・レストラ
ンサービス技能検定 3 級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータルメ
イクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント
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福岡県 福岡女子 Ｆ・Ｋ 株式会社樹商事ブライダル　HIRO 東京都
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・ブライダ
ルプランナー検定１級・認定ドレスコーディネーター・トータルメイクアップ検定　ベーシッ
ク・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメン
ト

福岡県 福岡舞鶴 Ｉ・Ｈ 株式会社ウェディングボックス 熊本県
トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３
級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディ
ネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・ブライダルプランナー検定１級・認定ド
レスコーディネーター

福岡県 福岡舞鶴 Ｋ・Ｓ 株式会社ソニックスポーツ 熊本県
パソコン技能検定３級・レストランサービス技能検定 3 級・認定ドレスコーディネーター・パソ
コン技能能力検定３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブ
ライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター
検定・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック

福岡県 福翔 Ｉ・Ｙ 株式会社ラック 福岡県
パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・レストランサービス技能検定 3 級・認定ドレス
コーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・サー
ビス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダ
ル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック

福岡県 京都 Ｈ・Ｋ 株式会社ジュエリーピコ 徳島県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・ブライダ
ルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・トー
タルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・
ブライダルフラワーアレンジメント

福岡県 大和青藍 Ｎ・Ａ アイ・ケイ・ケイ株式会社 佐賀県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソナルカラー
コーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー
検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・
トータルメイクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

福岡県 若松 Ｈ・Ｎ 株式会社　山田屋 福岡県
認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・
サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・
コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン
技能検定２級・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級

長崎県 佐世保商業 Ｆ・Ａ 株式会社エスクリ 東京都
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・パー
ソナルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・ブライダルプ
ランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３
級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

長崎県 佐世保西 Ｔ・Ｎ 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 東京都
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソナ
ルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検定
２級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータルメイクアップ検定　
ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

長崎県 西彼農業 Ｏ・Ｈ JR 九州ハウステンボスホテル株式会社 長崎県 トータルメイクアップ検定　ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・
きもの講師　3 級

長崎県 清峰 Ｊ・Ｋ 有限会社寿屋貸衣装店 長崎県
認定ドレスコーディネーター・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検
定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・きもの講
師　3 級・ブライダルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級

長崎県 清峰 Ｓ・Ａ BLD WEDDINGS 株式会社　ウェディングアイランドマリゾン 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソナルカラー
コーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー
検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・
トータルメイクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

長崎県 対馬 Ｓ・Ａ 株式会社 フロリステ・モデュール 福岡県
ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター
検定・きもの講師　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・レストランサービ
ス技能検定 3 級・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・認定ドレスコーディネーター・
パソコン技能能力検定３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級

長崎県 長崎女子 Ｋ・Ｎ 株式会社ウェディングボックス 熊本県
ブライダルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネー
ター・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検
定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コー
ディネーター検定・きもの講師　3 級

長崎県 長崎北陽台 Ｎ・Ｍ 株式会社原田屋　ウェディングコートエミリア 山口県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・ブライダ
ルプランナー検定１級・認定ドレスコーディネーター・トータルメイクアップ検定　ベーシッ
ク・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメン
ト

長崎県 長崎南 Ｉ・Ｓ 株式会社シャン・クレール 東京都
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・認定ドレスコーディネーター・トータルメ
イクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライ
ダルフラワーアレンジメント

長崎県 松浦 Ｗ・Ｎ アイ・ケイ・ケイ株式会社 佐賀県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講
師　3 級・ブライダルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコー
ディネーター・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービ
ス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

熊本県 阿蘇中央　阿蘇校舎 Ｉ・Ｋ 株式会社 NEW ART 東京都
トータルメイクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソナルカラー
コーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検
定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級

熊本県 阿蘇中央　阿蘇校舎 Ｋ・Ｍ 株式会社ビューティーライフ 福岡県
トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３
級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・きもの講師　3 級・ブライダルプラン
ナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター

熊本県 鹿本 Ｍ・Ａ 株式会社アルカディア 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・ブライダ
ルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・トー
タルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・
ブライダルフラワーアレンジメント
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熊本県 球磨商業 Ｓ・Ｋ パームツリーリゾート株式会社　オテルグレージュ 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・ブライダ
ルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・トー
タルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・
ブライダルフラワーアレンジメント

熊本県 熊本商業 Ｍ・Ｋ 株式会社ダイシン 熊本県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講
師　3 級・ブライダルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコー
ディネーター・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービ
ス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

熊本県 熊本中央 Ｓ・Ｙ 有限会社プリメーラ　ビューティーサロン東京堂 福岡県 専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・
ブライダルフラワーアレンジメント・サービス接遇検定　３級

熊本県 必由館 Ｕ・Ｍ 株式会社アニヴェルセル福岡 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・レス
トランサービス技能検定 3 級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータルメ
イクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

熊本県 八代白百合学園 Ｓ・Ｙ 株式会社アクティブホールディングス 大分県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソナ
ルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定３級・レストランサービス技能検
定 3 級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータルメイクアップ検
定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

熊本県 八代清流 Ｍ・Ｙ 株式会社インクリース 鹿児島県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・ブライダ
ルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・トー
タルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・
ブライダルフラワーアレンジメント

山口県 小野田 Ｓ・Ｎ 株式会社キャン 岡山県
ブライダルプランナー検定１級・認定ドレスコーディネーター・トータルメイクアップ検定　
ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレ
ンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3
級

山口県 下関商業 Ｋ・Ｔ 株式会社 uk 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソナルカラー
コーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー
検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・
トータルメイクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

山口県 田布施農工 Ｎ・Ｋ 株式会社ごとう花店 山口県
アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・
ブライダルプランナー検定１級・認定ドレスコーディネーター・トータルメイクアップ検定　
ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレ
ンジメント・専門士称号

山口県 徳山 鹿野分校 Ａ・Ｓ 株式会社ロックハーツ 福岡県
ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネー
ター検定・きもの講師　3 級・ブライダルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２
級・認定ドレスコーディネーター・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能
力検定３級・サービス接遇検定　３級

山口県 野田学園 Ｆ・Ｎ 株式会社 NEW ART 東京都
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・ブライダ
ルプランナー検定１級・認定ドレスコーディネーター・トータルメイクアップ検定　ベーシッ
ク・パソコン技能能力検定３級・ブライダルフラワーアレンジメント

山口県 早鞆 Ｍ・Ｙ 株式会社さくらの樹 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検定
１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トー
タルメイクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

佐賀県 伊万里 Ｔ・Ａ 有限会社田中屋呉服店 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講
師　3 級・ブライダルプランナー検定１級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレ
スコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラ
ワーアレンジメント

佐賀県 鹿島実業 Ｏ・Ｋ 木下株式会社　創世 佐賀県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講
師　3 級・認定ドレスコーディネーター・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技
能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

佐賀県 白石 Ｏ・Ｋ 株式会社　ザ・フォウルビ 栃木県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・認定ドレ
スコーディネーター・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・
ブライダルフラワーアレンジメント・サービス接遇検定　３級

宮崎県 延岡工業 Ｍ・Ｍ 株式会社みやび 東京都
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・レス
トランサービス技能検定 3 級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータルメ
イクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

宮崎県 都城西 Ｍ・Ａ 株式会社グリーン商事　都城グリーンホテル 宮崎県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講
師　3 級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・トータルメイクアッ
プ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラ
ワーアレンジメント

宮崎県 宮崎商業 Ｎ・Ｎ 有限会社田中屋呉服店 福岡県
ブライダルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネー
ター・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検
定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コー
ディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級

鹿児島県 末吉 Ｈ・Ｍ 株式会社 Dwell 東京都
サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダ
ル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・パーソナルカラーコーディネート
検定ベーシック・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・レストランサービス技能検定 3 級・
認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック

鹿児島県 種子島中央 Ｍ・Ｙ 株式会社ファインスタッフ 大阪府
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講
師　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定３級・レストラ
ンサービス技能検定 3 級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータル
メイクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント
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鹿児島県 吹上 Ｓ・Ｍ 木下株式会社　創世 佐賀県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　2 級・きもの講
師　3 級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・トータルメイクアッ
プ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラ
ワーアレンジメント

大分県 佐伯豊南 Ｋ・Ｎ 株式会社フェム 東京都
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソナルカラー
コーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー
検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・
トータルメイクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

大分県 日田三隈 Ｓ・Ｋ 株式会社杉乃井ホテル 大分県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・ブライダ
ルプランナー検定１級・ブライダルプランナー検定２級・認定ドレスコーディネーター・トー
タルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・
ブライダルフラワーアレンジメント

沖縄県 小禄 Ｍ・Ｍ 株式会社エフ・ディ・シィ・フレンズ４℃ 東京都
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・ブライダ
ルプランナー検定１級・認定ドレスコーディネーター・トータルメイクアップ検定　ベーシッ
ク・パソコン技能能力検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメン
ト

その他 既卒 Ｕ・Ｍ 株式会社レンブラントホテル鹿児島 鹿児島県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソナ
ルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・レ
ストランサービス技能検定 3 級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・
サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

その他 既卒 Ｏ・Ｍ 株式会社レック 兵庫県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソナル
カラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定２級・パソコン技能検定３級・レストラ
ンサービス技能検定 3 級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータルメ
イクアップ検定　ベーシック・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

その他 既卒 Ｓ・Ｍ 株式会社マリーゴールド 熊本県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・きもの講師　3 級・パーソナ
ルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定３級・レストランサービス技能検
定 3 級・認定ドレスコーディネーター・パソコン技能能力検定３級・トータルメイクアップ検
定　ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント

4

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

ウェディングプランナー科
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福岡県 朝倉東 Ｕ・Ｊ 株式会社　スタジオアイ 広島県
ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３
級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ
検定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級

福岡県 小郡 Ｗ・Ｓ 久留米ホテル　エスプリ 福岡県
サービス接遇検定　２級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きも
の講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアッ
プ検定　ベーシック・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・認定ドレスコー
ディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

福岡県 玄界 Ｉ・Ａ 株式会社アトリエはるか 愛知県
専門士称号・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2
級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・JNEC ネイリスト技能検定 2 級・ＪＮＡジェルネイル検定
初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコーディ
ネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

福岡県 純真 Ｓ・Ｍ 株式会社やまと 東京都
きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネイ
ル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ド
レスコーディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラ
ワーアレンジメント・専門士称号

福岡県 純真 Ｍ・Ａ 株式会社　ザ・フォウルビ 栃木県
専門士称号・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　
2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアッ
プ検定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇
検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

福岡県 筑紫台 Ｙ・Ｓ ルーチェフォトスタジオ 熊本県
専門士称号・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　
2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアッ
プ検定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技能検定３級・ブライダルフ
ラワーアレンジメント

福岡県 福岡工業 Ｎ・Ｙ 株式会社 スタジオアリス 大阪府
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・パーソナルカラーコーディネート検定
ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネ
イル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコー
ディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

福岡県 福岡工業 Ｆ・Ｋ プリモ・ジャパン株式会社 東京都
花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検
定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブ
ライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・パー
ソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級

福岡県 福岡女子 Ｋ・Ｙ 株式会社博多　風美庵 東京都
きもの講師　2級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・JNEC ネイリスト技能検定2級・ＪＮＡジェ
ルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ド
レスコーディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーア
レンジメント・専門士称号・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級

福岡県 福岡女子 Ｔ・Ｍ 株式会社 ハツコ エンドウ ウェディングス 東京都
ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・パーソナルカラーコーディネート検定ベー
シック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡ
ジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシッ
ク・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級

福岡県 福智 Ｋ・Ｍ 株式会社三松 東京都
ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコーディ
ネーター・ネイリスト技能検定３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシス
タント・ブライダル・コーディネーター検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級

福岡県 勇志国際　福岡学習センター Ｓ・Ｍ 福岡メディックス株式会社　ブライダルみちこ 福岡県
専門士称号・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　
2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアッ
プ検定　ベーシック・ネイリスト技能検定３級・ブライダルフラワーアレンジメント

熊本県 河浦 Ｓ・Ｍ 福岡メディックス株式会社　ブライダルみちこ 福岡県
きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネイ
ル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ド
レスコーディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラ
ワーアレンジメント・専門士称号・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック

熊本県 菊池農業 Ｏ・Ｙ ニチイ熊本校 熊本県
ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３
級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ
検定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級

熊本県 必由館 Ｓ・Ｓ 株式会社アムール熊本 熊本県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・パーソナルカラーコーディネー
ト検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・
ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコーディネー
ター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

熊本県 八代東 Ｍ・Ｃ 株式会社 TBC 東京都
ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３
級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ
検定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級

熊本県 苓明 Ｙ・Ｍ 株式会社やまと 東京都
専門士称号・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講
師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイ
クアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネイ
リスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

大分県 佐伯鶴岡 Ｙ・Ｙ 株式会社 フロリステ・モデュール 福岡県
ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコーディ
ネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジ
メント・専門士称号・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・き
もの講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級

大分県 日田三隈 Ｔ・Ｃ 福岡ビューティーアート専門学校（進学） 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・パーソナルカラーコーディネート検定
ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネ
イル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコー
ディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

大分県 別府商業 Ｋ・Ｍ 福岡ビューティーアート専門学校（進学） 福岡県
きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイ
クアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技能
検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブ
ライダル・コーディネーター検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級
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大分県 別府商業 Ｍ・Ｎ 株式会社アトリエはるか 愛知県
ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベー
シック・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライ
ダルフラワーアレンジメント・専門士称号・サービス接遇検定　２級・パーソナルカラーコーディ
ネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級

山口県 厚狭 Ｏ・Ｍ ザ・パーフェクトライン 東京都
専門士称号・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　
2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネイル検定初級・トータルメイクアッ
プ検定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇
検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

山口県 高川学園 Ｈ・Ｓ Office Yoshioka Corporation 東京都
専門士称号・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講
師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイ
クアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネイ
リスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

山口県 中村女子 Ｋ・Ａ 有限会社弘貴 兵庫県
花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ
検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技
能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・パー
ソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級

山口県 美祢青嶺 Ｈ・Ｋ 株式会社 KAINOinternational 大阪府
花嫁着付け２級・JNEC ネイリスト技能検定 2 級・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・
トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇
検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検
定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級

鹿児島県 鹿屋中央 Ｋ・Ａ 有限会社 BIB 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・パーソナルカラーコーディネート検定
ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネ
イル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコー
ディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

鹿児島県 薩摩中央 Ｈ・Ａ 株式会社タハラ運送 鹿児島県
トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技能検定
３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・パーソナル
カラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３
級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネイル検定初級

鹿児島県 松陽 Ｙ・Ｓ 福岡ビューティーアート専門学校（進学） 福岡県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・パーソナルカラーコーディネート検定
ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネ
イル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコー
ディネーター・ネイリスト技能検定３級・ブライダルフラワーアレンジメント・サービス接遇検定　３級

佐賀県 唐津青翔 Ｋ・Ｙ 株式会社 DHC　唐津シーサイドホテル 佐賀県
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・パーソナルカラーコーディネート検定
ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネ
イル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコー
ディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

佐賀県 神埼 Ｔ・Ｙ 株式会社 TBC 東京都
アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・き
もの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネイル検定初級・
ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネ
イリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号

宮崎県 聖心ウルスラ学園 Ｎ・Ｍ 株式会社 OKAMOTO 京都府
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３
級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ
検定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブ
ライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定

沖縄県 宮古総合実業 Ｎ・Ｓ 株式会社トリート 東京都
専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・パーソナルカラーコーディネート検定
ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネ
イル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコー
ディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

広島県 湯来南 Ｔ・Ｋ 株式会社ブライダルハウスツツミ 福岡県
きもの講師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイ
クアップ検定・トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技能
検定３級・サービス接遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブ
ライダル・コーディネーター検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級

その他 既卒 Ｉ・Ｙ 株式会社クラウディアコスチュームサービス 京都府
トータルメイクアップ検定　ベーシック・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技能検定３級・サービス接
遇検定　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・専門士称号・アシスタント・ブライダル・コーディネーター
検定・サービス接遇検定　２級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・きもの講師　3 級・きもの講
師　2 級・花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定
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