
広島県 可部 Ｋ・Ｍ T・S・R ホールディングス株式会社 広島県
健康運動実践指導者・6H Basic Certificate・Kidbics Basic Certificate・MIZUNO アクア
ベーシック認定　BA 認定インストラクター・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　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本スポーツボランティア
ネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

広島県 可部 Ｋ・Ｓ 医療法人社団 恵正会 広島県
健康運動実践指導者・JCCA ベーシックインストラクター・MIZUNO アクアベーシック認定　
BA 認定インストラクター・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィットネ
スリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エン
トリー・専門士称号

広島県 吉田 Ｔ・Ｔ 株式会社クォーレ 広島県 健康運動実践指導者・パソコン技能能力検定３級・モチベーション・マネジメント協会公認　
モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 呉工業 Ｔ・Ｙ 京都医健専門学校（進学） 京都府
健康運動実践指導者・adidas functional training　認定トレーナー・MIZUNO アクアベー
シック認定　BA 認定インストラクター・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３
級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士称号

広島県 広島国際学院 Ｉ・Ｓ 株式会社プローバホールディングス 広島県
健康運動実践指導者・adidas functional training　認定トレーナー・MIZUNO アクアベー
シック認定　BA 認定インストラクター・サービス接遇検定　３級・フィットネスリーダー・モ
チベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士
称号

広島県 広島桜が丘 Ｗ・Ｋ 医療法人社団恵正会 広島県
健康運動実践指導者・MIZUNO アクアベーシック認定　BA 認定インストラクター・チャイ
ルドボディセラピスト 3 級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士称号

広島県 三原東 Ｉ・Ｋ 株式会社みなみ坂 広島県
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・MIZUNO アクアベーシック認定　BA 認定インス
トラクター・サービス接遇検定　３級・チャイルドボディセラピスト 3 級・パソコン技能能力
検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 庄原実業 Ｉ・Ｒ 株式会社みなみ坂 広島県
健康運動実践指導者・6H Basic Certificate・Kidbics Basic Certificate・MIZUNOアクアベーシッ
ク認定　BA 認定インストラクター・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィッ
トネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エン
トリー・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

広島県 進徳女子 Ｈ・Ｎ 株式会社フジ・スポーツ＆フィットネス 広島県
6H Basic Certificate・Kidbics Basic Certificate・MIZUNO アクアベーシック認定　BA 認定
インストラクター・チャイルドボディセラピスト 3 級・パソコン技能能力検定３級・フィットネ
スリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

広島県 崇徳 Ｓ・Ｙ 株式会社日本スポーツ科学 広島県 健康運動実践指導者・こども運動指導者２級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 崇徳 Ｔ・Ｗ 株式会社ボディワークホールディングス 広島県
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI Pilates A.C.Ts・MIZUNO アク
アベーシック認定　BA 認定インストラクター・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検
定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 竹原 Ｈ・Ｙ 株式会社太陽スポーツクラブ 広島県
PHI Pilates A.C.Ts・JCCA ベーシックインストラクター・モチベーション・マネジメント協会
公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本スポーツボランティアネットワーク
認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

広島県 廿日市 Ｈ・Ｔ 一般社団法人子育て支援スポーツ推進協会 広島県
健康運動実践指導者・6H Basic Certificate・Kidbics Basic Certificate・こども運動指導者２
級・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベー
ション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 日彰館 Ｎ・Ｙ 株式会社　東祥 島根県
健康運動実践指導者・MIZUNO アクアベーシック認定　BA 認定インストラクター・サービス
接遇検定　３級・チャイルドボディセラピスト3級・パソコン技能能力検定３級・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 福山葦陽 Ｓ・Ｗ 株式会社スポーツアンドジョイ 広島県
健康運動実践指導者・MIZUNO アクアベーシック認定　BA 認定インストラクター・サービス
接遇検定　３級・チャイルドボディセラピスト 3 級・フィットネスリーダー・モチベーション・
マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本スポーツボラン
ティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

島根県 隠岐島前 Ｏ・Ｙ 株式会社 FEEL CONNECTION 広島県
健康運動実践指導者・MIZUNO アクアベーシック認定　BA 認定インストラクター・フィット
ネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エ
ントリー・専門士称号

島根県 江津工業 Ｍ・Ｒ 株式会社 FEEL CONNECTION 広島県
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・MIZUNO アクアベーシック認定　BA 認定イン
ストラクター・サービス接遇検定　３級・チャイルドボディセラピスト 3 級・フィットネス
リーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・専門士称号

島根県 出雲西 Ｓ・Ｙ 株式会社 HERO 島根県
PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI Pilates A.C.Ts・adidas functional training　認定ト
レーナー・JCCA ベーシックインストラクター・MIZUNO アクアベーシック認定　BA 認定イ
ンストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格
エントリー・専門士称号

島根県 矢上 Ｆ・Ｋ 株式会社クォーレ 島根県
健康運動実践指導者・MIZUNO アクアベーシック認定　BA 認定インストラクター・SAQ イ
ンストラクターレベル１・パソコン技能能力検定３級・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・国際救命救急協会　CPR　BASIC・専門士
称号

愛媛県 松山聖陵 Ｔ・Ｋ T・S・R ホールディングス株式会社 愛媛県
健康運動実践指導者・adidas functional training　認定トレーナー・MIZUNO アクアベーシック認定　BA
認定インストラクター・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・フィットネスリーダー・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・国際救命救急協会　
CPR　BASIC・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号
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愛媛県 新居浜商業 Ｋ・Ａ 株式会社グッドウェーブ 東京都
健康運動実践指導者・MIZUNO アクアベーシック認定　BA 認定インストラクター・サービス
接遇検定　３級・チャイルドボディセラピスト 3 級・パソコン技能能力検定３級・フィットネ
スリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エン
トリー・専門士称号

愛媛県 東温 Ｎ・Ｈ スポーツコミュニティ株式会社 広島県
健康運動実践指導者・6H Basic Certificate・Kidbics Basic Certificate・こども運動指導者２
級・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベー
ション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

山口県 岩国 Ｈ・Ｓ 株式会社軸と品格 山口県
健康運動実践指導者・MIZUNO アクアベーシック認定　BA 認定インストラクター・SAQ イ
ンストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィットネ
スリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エン
トリー・国際救命救急協会　CPR　BASIC・専門士称号

沖縄県 宜野座 Ｎ・Ｄ 株式会社ラフテル 沖縄県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional 
training　認定トレーナー・MIZUNOアクアベーシック認定　BA認定インストラクター・SAQインストラクター
レベル１・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・国際救命救急協会　CPR　BASIC・専門士称号
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広島県 安芸南 Ｋ・Ｓ 株式会社ルネサンス　スポーツクラブルネサンス広島東千田 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・フィットネスクラブ・マネジメント技能検
定 3 級・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・
サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会
公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

広島県 安芸南 Ｏ・Ｙ 株式会社 S-Style 広島県 健康運動実践指導者・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
チベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

広島県 可部 Ｋ・Ｍ 株式会社ファクトリージャパングループ 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシッ
ク・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・
日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

広島県 賀茂 Ｋ・Ｍ 株式会社フュービック 広島県
JCCA ベーシックインストラクター・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　
３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

広島県 賀茂 Ｍ・Ｓ 株式会社ルネサンス 広島県
健康運動実践指導者・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベー
ション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能
能力検定３級・専門士称号

広島県 吉田 Ｄ・Ｍ 株式会社グッドフォーチュン 広島県
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・IHTAリラクゼーションセラピスト・サー
ビス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

広島県 宮島工業 Ｏ・Ｋ ストレッチ整体専門店 HIROSHIMA ストレッチ 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・スポーツトレーナーベーシック・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン
技能能力検定３級・専門士称号

広島県 銀河学院 Ｋ・Ｓ あすか鍼灸整骨院 広島県
PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA リラクゼーションセラピスト・
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　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士称号

広島県 県立広島工業 Ｎ・Ｒ 株式会社グッドフォーチュン 広島県
健康運動実践指導者・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA リラクゼーションセラピス
ト・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・
専門士称号

広島県 戸手 Ｋ・Ｔ 株式会社ファクトリージャパングループ 広島県
ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA リラクゼー
ションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本スポーツボラ
ンティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

広島県 五日市 Ｋ・Ｒ 株式会社トゥエンティーフォーセブン 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・フィットネスクラブ・マネジメント技能
検定 3 級・ストレッチングトレーナーパートナー・サービス接遇検定　３級・スポーツトレー
ナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格
エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

広島県 五日市 Ｋ・Ｒ 株式会社 Be healthy 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI Pilates 
A.C.Ts・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検
定　２級・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

広島県 呉商業 Ｔ・Ａ 医療法人社団飛翔会 広島県 健康運動実践指導者・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
チベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 呉商業 Ｏ・Ｙ 株式会社ウィンゲート 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・フィットネスクラブ・マネジメント技能検定 3 級・ストレッチ
ングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定トレーナー・サービス接遇検定　３級・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソ
コン技能能力検定３級・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

広島県 広島県瀬戸内 Ｏ・Ａ 一般財団法人ボディセラピスト協会 広島県
6H Basic Certificate・スポーツトレーナーベーシック・チャイルドボディセラピスト 3 級・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本
キッドビクス認定インストラクター・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

広島県 広島県瀬戸内 Ｎ・Ｎ 社会福祉法人三篠会 広島県
JCCA ベーシックインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーショ
ンマネージャー資格エントリー・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボラ
ンティア研修会・専門士称号

広島県 広島県瀬戸内 Ｎ・Ｔ フィットインジャパン株式会社 E-beau 広島県 健康運動実践指導者・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 広島県瀬戸内 Ｏ・Ｔ 星槎大学（進学） 広島県
健康運動実践指導者・JCCA ベーシックインストラクター・adidas functional training　認定トレー
ナー・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・チャイルドボディセラピスト 3 級・モ
チベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能
力検定３級・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

広島県 広島県瀬戸内 Ｕ・Ｔ 社会福祉法人三篠会 広島県 IHTA リラクゼーションセラピスト・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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 広島県瀬戸内 Ｙ・Ｓ ひかり接骨院 広島県 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　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士称号
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広島県 広島工業大学 Ｆ・Ｊ ヤマト株式会社 広島県
JCCA ベーシックインストラクター・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　
３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

広島県 広島工業大学 Ｏ・Ｓ 一般社団法人子育て支援スポーツ推進協会 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・SAQ インストラク
ターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モ
チベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・日本スポーツボラン
ティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

広島県 広島国際学院 Ｆ・Ｔ 株式会社フュービック 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・スポーツトレーナーベーシック・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン
技能能力検定３級・専門士称号

広島県 広島桜が丘 Ｔ・Ａ 株式会社フュービック 広島県 IHTA リラクゼーションセラピスト・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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 広島桜が丘 Ｉ・Ｋ 医療法人好縁会 広島県
IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシッ
ク・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・
パソコン技能能力検定３級・専門士称号

広島県 広島修道大学ひろしま協創
（旧：広島修道大学附属鈴峯女子） Ｎ・Ｒ 株式会社 ICE 広島県 IHTA リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション

マネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 広陵 Ｔ・Ｒ 広島市スポーツ協会 広島県
IHTA リラクゼーションセラピスト・チャイルドボディセラピスト 3 級・モチベーション・マネ
ジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本スポーツボランティア
ネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

広島県 広陵 Ｋ・Ｔ ヤマト株式会社 広島県 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

広島県 高陽東 Ｍ・Ｒ 医療法人社団飛翔会 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
赤十字救急法救急員・IHTA リラクゼーションセラピスト・SAQ インストラクターレベル１・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 三原 Ｕ・Ｍ 株式会社 LIFE CREATE 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・JCCA ベーシックインストラクター・
IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシッ
ク・チャイルドボディセラピスト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
ンマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

広島県 三次 Ｔ・Ｒ 株式会社パワーストリーム 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI 
Pilates A.C.Ts・adidas functional training　認定トレーナー・サービス接遇検定　３級・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

広島県 山陽 Ｆ・Ｋ 医療法人ハートフル アマノリハビリテーション病院 広島県 健康運動実践指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会
公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 山陽 Ｚ・Ｄ ボディケアエイト 広島県
健康運動実践指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・adidas functional training　認定
トレーナー・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナー
ベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

広島県 山陽 Ｍ・Ｔ 株式会社グッドフォーチュン 広島県
健康運動実践指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・チャイルドボディセラピスト 3 級・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

広島県 山陽 Ｎ・Ｎ 株式会社 Batur 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・JCCA ベーシックインストラクター・
IHTA リラクゼーションセラピスト・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 市立広島工業 Ｍ・Ｍ 星槎大学（進学） 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI 
Pilates A.C.Ts・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・専門士称号

広島県 市立広島商業 Ｔ・Ｄ 株式会社グッドフォーチュン 広島県
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・IHTAリラクゼーションセラピスト・サー
ビス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

広島県 市立広島商業 Ｈ・Ｔ 医療法人社団おかもと整形外科クリニック 広島県
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・IHTAリラクゼーションセラピスト・サー
ビス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

広島県 星槎国際　広島学習センター Ｓ・Ｙ 星槎大学（進学） 神奈川県 健康運動実践指導者・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベー
ション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 大手町商業 Ｍ・Ｓ 株式会社 PureBalance 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI 
Pilates A.C.Ts・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・
マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定
３級・専門士称号
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広島県 大竹 Ｎ・Ｓ 有限会社健美感 広島県
ストレッチングトレーナーパートナー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツ
ボランティア研修会・専門士称号

広島県 忠海 Ｋ・Ｋ 医療法人好縁会 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA リラクゼー
ションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・チャイルドボ
ディセラピスト 3 級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

広島県 忠海 Ｆ・Ｋ 株式会社スポーツアンドジョイ 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

広島県 廿日市西 Ｋ・Ｒ 医療法人好縁会 広島県
健康運動実践指導者・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA リラクゼーションセラピス
ト・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　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 廿日市西 Ｏ・Ｍ チーム松村 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

広島県 廿日市西 Ｎ・Ｋ ヤマト株式会社 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・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　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力
検定３級・専門士称号

広島県 廿日市西 Ｆ・Ｊ 株式会社パワーストリーム 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI Pilates A.C.Ts・
赤十字救急法救急員・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベー
シック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技
能能力検定３級・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

広島県 尾道商業 Ｈ・Ｋ ひかり接骨院 広島県 IHTA リラクゼーションセラピスト・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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

広島県 美鈴が丘 Ｔ・Ｋ メディカルフィットネス KenKen 接骨院 広島県
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッ
チングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA リラクゼーションセラピスト・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコ
ン技能能力検定３級・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

広島県 武田 Ｈ・Ｈ 株式会社ボディワークホールディングス 広島県
健康運動実践指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・スポーツトレーナーベーシック・モ
チベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本ス
ポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

広島県 福山葦陽 Ｍ・Ｙ 医療法人社団飛翔会 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・JCCA ベーシックインストラ
クター・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能
力検定３級・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

広島県 並木学院 Ｎ・Ｋ パーソナルトレーニングジム XRIZE 広島県 JATI 認定トレーニング指導者・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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

島根県 吉賀 Ｎ・Ｎ 株式会社グッドフォーチュン 広島県
JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA リラクゼーショ
ンセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マ
ネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３
級・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

島根県 出雲北陵 Ｙ・Ｓ 株式会社ヒューマン（カーブス） 島根県
健康運動実践指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・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　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本スポーツ
ボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

島根県 石見智翠館 Ｋ・Ｍ RIZAP 株式会社 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
赤十字救急法救急員・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

島根県 大社 Ｏ・Ｙ SEB 体育企画株式会社 島根県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA
ベーシックインストラクター・adidas functional training　認定トレーナー・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベー
シック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・日本スポーツボランティアネッ
トワーク認定　スポーツボランティアリーダー研修会・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

島根県 津和野 Ｏ・Ｍ 株式会社 GRAZIE（カーブス） 島根県
JATI認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI Pilates A.C.Ts・JCCAベーシッ
クインストラクター・IHTA リラクゼーションセラピスト・スポーツトレーナーベーシック・モチベー
ション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定
３級・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

島根県 浜田 Ｏ・Ｍ 岡田外科医院 広島県
健康運動実践指導者・JATI認定トレーニング指導者・IHTAリラクゼーションセラピスト・サー
ビス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

島根県 浜田商業 Ａ・Ｋ 株式会社ルネサンス 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

島根県 明誠 Ｉ・Ｒ 医療法人好縁会 広島県
JATI認定トレーニング指導者・IHTAリラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号
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島根県 明誠 Ｎ・Ａ 株式会社マリーナ 島根県
JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・赤十字救急法救急員・adidas functional 
training　認定トレーナー・IHTA リラクゼーションセラピスト・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

山口県 下松 Ｍ・Ｋ 医療法人社団飛翔会 山口県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパー
トナー・JCCA ベーシックインストラクター・サービス接遇検定　２級・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベー
ション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・日本スポーツボランティアネット
ワーク認定　スポーツボランティアリーダー研修会・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

山口県 岩国商業 Ｉ・Ａ 医療法人好縁会 山口県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・JCCA ベーシックインストラクター・adidas functional 
training　認定トレーナー・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナー
ベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン
技能能力検定３級・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

山口県 岩国総合 Ｓ・Ｈ 株式会社 Be healthy 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI 
Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・スポーツトレーナーベーシック・チャ
イルドボディセラピスト 3 級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

山口県 高森 Ｆ・Ｓ ヤマト株式会社 山口県
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベー
シック・チャイルドボディセラピスト3級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・専門士称号

山口県 高水 Ｔ・Ｒ 株式会社ワイズ・スポーツ & エンターテイメント 山口県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
adidas functional training　認定トレーナー・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナー
ベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

山口県 高水 Ｙ・Ｔ こい本町鍼灸整骨院 山口県
JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA リラクゼーションセラピスト・サー
ビス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本スポーツボランティアネットワーク認
定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

山口県 高水 Ｆ・Ｎ 医療社団法人伯瑛会 広島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・JCCA ベーシック
インストラクター・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポーツト
レーナーベーシック・チャイルドボディセラピスト 3 級・モチベーション・マネジメント協会
公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

愛媛県 今治南 Ｏ・Ｔ 株式会社泉 愛媛県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
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　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士称号

愛媛県 今治南 Ｔ・Ｎ 株式会社 NOBIAS 愛媛県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI 
Pilates A.C.Ts・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

愛媛県 三島 Ｓ・Ｋ 医療法人康仁会西岡病院 愛媛県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・JCCA ベーシックインストラクター・adidas functional training　
認定トレーナー・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　準 1 級・サービス接遇検定　２級・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　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能
能力検定３級・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

愛媛県 新田 Ｉ・Ｔ 星槎大学（進学） 神奈川県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・JCCA ベーシックインストラクター・
adidas functional training　認定トレーナー・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービ
ス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　
モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

愛媛県 内子 Ｍ・Ｓ 株式会社東洋医研 愛媛県 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

徳島県 城西 Ｓ・Ｍ 株式会社 EXPAND 徳島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　２級・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本スポーツボラ
ンティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

徳島県 城西 Ｗ・Ｆ フィットインジャパン株式会社 E-beau 徳島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts　ADVANCE・PHI Pilates 
A.C.Ts・adidas functional training　認定トレーナー・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　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・
日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士称号

鳥取県 米子工業 Ａ・Ｍ 株式会社ワールドコーポレーション 神奈川県
JATI認定トレーニング指導者・IHTAリラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・
スポーツトレーナーベーシック・チャイルドボディセラピスト 3 級・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

香川県 英明 Ｋ・Ｒ 一般財団法人ボディセラピスト協会 香川県 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号
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