
広島県 可部 Ｋ・Ｈ ㈱No Border 広島県

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・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・（公財）健康・体力づくり事業
財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 吉田 Ｙ・Ｍ ㈱エービーシー・マート 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・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・NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッ
チングトレーナーパートナー・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 熊野 Ｙ・Ｙ 進学（星槎大学） 広島県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本スポーツ教育協議会主催こども運
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

広島県 広島工業 Ｋ・Ｍ サンワリフォーム㈱ 山口県

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・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・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・アディダストレーニ
ングアカデミーadidas functional training 認定トレーナー・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・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中
ウォーキング・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 広島工業 Ｙ・Ｓ アディダスジャパン㈱ 東京都
NPO法人日本ストレッチング協会認定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

広島県 広島修道大学附属鈴峯女子 Ｍ・Ｍ ㈱ムラサキスポーツ 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・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

広島県 広陵 Ｋ・Ｔ ゼビオホールディングス㈱ 福島県

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・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・（公財）健康・体力づくり事業
財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 広陵 Ｓ・Ｓ ㈱ジャクパ 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

広島県 三次 Ｏ・Ｔ ㈱ジーズニューコンセプト 宮城県

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・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・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・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・（公財）健康・体
力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 三次 Ｎ・Ｒ ㈱INSPA 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日本スポーツ教育協議会
主催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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・
専門士

広島県 進徳女子 Ｎ・Ｎ ㈱はっけん 広島県
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・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・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

広島県 廿日市 Ｕ・Ｃ セントラルスポーツ㈱ 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・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・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・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・MIZUNO株式会社
MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 福山明王台 Ｓ・Ｋ ㈱プローバウェルネス 広島県

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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・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・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　
機能改善水中ウォーキング・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 並木学院 Ｎ・Ｋ ㈱ゼクシス 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・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・専門士

岡山県 吉備高原学園 Ｓ・Ｓ （一社）あすのば　放課後等デイサービス LINK PLUS 広島県 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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士
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岡山県 興陽 Ｔ・Ｙ ㈱エヌ・シー・ピー 岡山県

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・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・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・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキング・（公
財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

愛媛県 伊予農業 Ｋ・Ｒ （同）ラフィット 愛媛県

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・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・シナプソロジー研究所
シナプソロジーインストラクター・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　機能改善水中ウォーキン
グ・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

愛媛県 新田 Ｓ・Ｓ ㈱ルネサンス 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・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・アディダストレーニン
グアカデミーadidas functional training 認定トレーナー・（公財）健康・体力づくり事業財団認定
健康運動実践指導者・専門士

島根県 松江工業 Ａ・Ｋ ㈱フジ・スポーツ＆フィットネス 広島県
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・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

山口県 光丘 Ｎ・Ａ ㈱ジェイエスエス 大阪府

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・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主催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　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness 
Certificate・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

香川県 丸亀城西 Ｕ・Ｔ ㈱ヤマウチ 香川県

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・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・アディダストレーニン
グアカデミーadidas functional training 認定トレーナー・MIZUNO株式会社MIZUNOアクア　
機能改善水中ウォーキング・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士
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広島県 ヒューマンキャンパス　広島学習センター Ｙ・Ｒ （福）FIG福祉会 広島県
NPO法人日本ストレッチング協会認定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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導
者・専門士

広島県 安芸 Ｆ・Ｎ 防衛省・自衛隊 東京都
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・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

広島県 可部 Ｍ・Ｒ ゼビオホールディングス㈱ 福島県
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・NPO法人日本ストレッチング協会認定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

広島県 海田 Ｍ・Ｒ ㈲マリエフィットネスサポート 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・NPO法人日本ストレッ
チング協会認定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・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・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・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 吉田 Ｎ・Ｋ ㈱グッドフォーチュン 広島県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・NPO
法人日本ストレッチング協会認定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・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・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 呉宮原 Ｙ・Ｋ （医）飛翔会 広島県

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・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・アディダストレーニングアカデミーadidas functional training 認定
トレーナー・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Ｊ
ＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 呉工業 Ｙ・Ｋ ヤマト㈱ 愛媛県

PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・NPO法人日本ストレッチング協会認定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・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・ＮＰ
Ｏ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・（公財）健康・体力づくり
事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 呉港 Ｏ・Ｈ ㈱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・NPO法人日本ストレッチング協会認定
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

広島県 呉港 Ｋ・Ｒ TEAM松村 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・アディダストレーニングアカデミーadidas functional 
training 認定トレーナー・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践
指導者・専門士

広島県 呉港 Ｔ・Ｙ ㈱コアズ 東京都

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・公益財団法人　実務技
能検定協会サービス接遇検定2級・PHI　PilatesPHI　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・アディダストレーニングア
カデミーadidas functional training 認定トレーナー・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

広島県 呉港 Ｎ・Ｋ ㈱ジェイエスエス 大阪府
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・公益財団法人　実務技
能検定協会サービス接遇検定3級・NPO法人日本ストレッチング協会認定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）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 呉商業 Ｋ・Ｓ ㈱神垣組 広島県

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・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness 
Certificate・NPO法人日本ストレッチング協会認定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ＪＡ
ＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 呉商業 Ｈ・Ｍ ㈱エーガールズ 広島県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H 
Play Fitness Certificate・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・NPO法人日本ストレッチング協会認定スト
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・アディダストレーニン
グアカデミーadidas functional training 認定トレーナー・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 呉商業 Ｙ・Ｒ ㈱エービーシー・マート 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・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・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

広島県 呉昭和 Ｓ・Ｙ ㈱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・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・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・NPO法人日本ストレッチング協会認定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・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）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士
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広島県 広島観音 Ｕ・Ｒ ㈱パワーストリーム 広島県 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・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・専門士

広島県 広島観音 Ｎ・Ａ ㈱Be healthy 広島県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・NPO法人日
本ストレッチング協会認定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・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・アディダストレーニングアカデミーadidas functional training 認定
トレーナー・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定ＪＡＴ
Ｉ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 広島県瀬戸内 Ｈ・Ｓ 進学（IGL専門学校） 広島県

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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・NPO法人日本ストレッチン
グ協会認定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・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・スポーツ栄養実践アドバイザー・（公財）健康・体力づくり事業財団認
定健康運動実践指導者・専門士

広島県 広島県立総合技術 Ｙ・Ｍ ㈱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・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

広島県 広島工業 Ｆ・Ｒ ㈱マリーナ　コ・メディカル 広島県

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・NPO法人日本ストレッチング協会認定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・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・アディダストレーニ
ングアカデミーadidas functional training 認定トレーナー・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 広島工業 Ｔ・Ｙ （医）伯瑛会 広島県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PHI　PilatesPHI　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・Ｉ
ＨＴＡ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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 広島工業大学 Ｋ・Ｋ （医）昇　平尾クリニック 広島県

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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・NPO法人日本ストレッチング協会認定スト
レッチングトレーナーパートナー・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・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・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 広島工業大学 Ｍ・Ｔ （同）FLAP 広島県

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・NPO法人日本ストレッチング協会認定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・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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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

広島県 広島国際学院 Ａ・Ｓ （一社）子育て支援スポーツ推進協会 神奈川県
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・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

広島県 広島国際学院 Ｉ・Ｓ （同）FORM 広島県

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・PHI　PilatesPHI　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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運
動実践指導者・専門士

広島県 広島国際学院 Ｍ・Ｎ ミズノスポーツサービス㈱ 大阪府

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・公益財団法人　実務技
能検定協会サービス接遇検定3級・JCCAベーシックインストラクター・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リーダー研修会・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・

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 広島商業 Ｎ・Ｋ HIROSHIMAストレッチ 広島県

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・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・Ｉ
ＨＴＡ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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 広島新庄 Ｓ・Ｓ ドクターズジム健人 広島県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・PHI　PilatesPHI　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・Ｎ
ＰＯ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・（公財）健康・体力づく
り事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 広島文教女子大学附属 Ｔ・Ｒ ㈱ボディセラピストエージェンジー 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・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・ＩＨ
ＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・
専門士

広島県 広島文教女子大学附属 Ｙ・Ｍ （医社）恵正会 神奈川県

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・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・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・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康
運動実践指導者・専門士
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広島県 広陵 Ｈ・Ｋ ㈱フジ・スポーツ＆フィットネス 愛媛県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・NPO法人日本ストレッチング協会認定
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・
アディダストレーニングアカデミーadidas functional training 認定トレーナー・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定
健康運動実践指導者・専門士

広島県 高陽東 Ｆ・Ｈ ㈱グッドフォーチュン 広島県

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・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・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・（公財）
健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 山陽 Ｋ・Ｓ （福）FIG福祉会 広島県
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・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・PHI　PilatesPHI　
Pilates A.C.Ts・専門士

広島県 山陽 Ｄ・Ｓ 進学（東京レクリエーション専門学校） 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・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

広島県 山陽 Ｏ・Ｙ ㈲マリエフィットネスサポート 愛媛県

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・PHI　PilatesPHI　Pilates 
A.C.Ts・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・NPO法人日本ストレッチ
ング協会認定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・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 山陽女学園高等部 Ｋ・Ｙ ㈱ひといきいきカンパニー 東京都
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・（公財）健康・体力づ
くり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 山陽女学園高等部 Ｔ・Ｋ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都

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・PHI　PilatesPHI　
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・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門
士

広島県 沼田 Ｄ・Ｙ ストレングス　ジム 広島県
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・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導
者・専門士

広島県 清水ヶ丘 Ｙ・Ｙ ㈱エーガールズ 広島県

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・NPO法人日本ストレッチング協会認定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

広島県 西条農業 Ｋ・Ｈ ヤマト㈱ 愛媛県

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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・NPO法人日本ストレッチン
グ協会認定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・ＮＰＯ法人　日本トレーニング指導者協会認定Ｊ
ＡＴＩ認定トレーニング指導者・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 忠海 Ｎ・Ｓ ㈱フジ・スポーツ＆フィットネス 愛媛県

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・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・NPO法人日本ストレッチング協会認
定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・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・Ｎ
ＰＯ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・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 比治山女子 Ｋ・Ｙ ㈱プレジデント社 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・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・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・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

広島県 比治山女子中学 Ｋ・Ｍ ㈱フジ・スポーツ＆フィットネス 愛媛県

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・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・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運
動実践指導者・専門士

広島県 飛鳥未来　広島キャンパス Ｔ・Ｎ 進学（四国医療専門学校） 香川県

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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・NPO法人日本ストレッチング協会認定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・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・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・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 尾道商業 Ｆ・Ａ ㈱タニタフィッツミー 東京都

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・NPO法人日本ストレッチ
ング協会認定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・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・アディダストレーニングアカデミーadidas 
functional training 認定トレーナー・専門士
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広島県 府中 Ｉ・Ｈ ㈱ファクトリージャパングループ 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・NPO法人日本ストレッチング協会認定ストレッチングトレーナーパート
ナー・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

広島県 府中東 Ｆ・Ｎ ㈱ボディワークホールディングス 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・NPO法人日本ストレッチング協会認定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・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・（公財）
健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

島根県 石見智翠館 Ｋ・Ｙ ㈱はっけん 広島県

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・PHI　PilatesPHI　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・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

島根県 津和野 Ｏ・Ｓ ㈱はっけん 広島県

一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・PHI　PilatesPHI　Pilates 
A.C.Ts・NPO法人日本ストレッチング協会認定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・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・PHI　PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士

島根県 飯南 Ｗ・Ｋ 防衛省・自衛隊 東京都 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

島根県 邇摩 Ｍ・Ｔ ㈱軸と品格 愛媛県
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・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）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導
者・専門士

香川県 高松東 Ｋ・Ｒ ㈱ルーキーズ 愛知県

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・公益財団法人　実務技
能検定協会サービス接遇検定2級・NPO法人日本ストレッチング協会認定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・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・（公
財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・専門士
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