
愛知県 愛知啓成 Ｉ・Ａ カネマツ株式会社　岩崎台倶楽部　グラスグラス 愛知県
３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級・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　３級・ブライダルプランナー検定１級・パソコン技能検
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・トータルメイクアップ検定　ベーシッ
ク・パソコン技能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 愛知啓成 Ｎ・Ｙ 株式会社　JN 愛知県
サービス接遇検定　３級・ブライダルプランナー検定１級・パーソナルカラーコーディネート
検定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能検定３級・認定ドレ
スコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント・３級きもの講師免許・ブライダル
プランナー検定２級・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

愛知県 安城学園 Ｉ・Ｍ メルパルク株式会社 愛知県
きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・専門士称号・ブライ
ダルプランナー検定１級・パソコン技能検定２級・パーソナルカラーコーディネート検定ベー
シック・ブライダルフラワーアレンジメント・パソコン技能検定３級・サービス接遇検定　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

愛知県 惟信 Ｕ・Ｋ 有限会社　みやび 愛知県
３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級・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　３級・パーソナルカラーコーディネート検
定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能検定３級・認定ドレス
コーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 一色 Ｙ・Ｎ 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 東京都
ブライダルプランナー検定１級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・トータル
メイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブラ
イダルフラワーアレンジメント・2 級きもの講師免許・３級きもの講師免許・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　３級

愛知県 稲沢東 Ｓ・Ｔ 株式会社　リンガフランカサービス 愛知県
サービス接遇検定　３級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・トータルメイク
アップ検定　ベーシック・パソコン技能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダル
フラワーアレンジメント・2 級きもの講師免許・３級きもの講師免許・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

愛知県 栄徳 Ｙ・Ｓ 株式会社日比谷花壇 東京都
きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・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・ブライダルフラワーアレンジメント・パソコン技
能検定３級・サービス接遇検定　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

愛知県 大府東 Ｍ・Ｋ メルパルク　株式会社 愛知県
３級きもの講師免許・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・レス
トランサービス機能試験 3 級・パソコン技能検定２級・パーソナルカラーコーディネート検定
ベーシック・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・サービス接遇
検定　３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 岡崎北 Ｉ・Ｓ 株式会社名古屋東急ホテル 愛知県
サービス接遇検定　３級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラ
ワーアレンジメント・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・専門
士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・レストランサービス技能検定 3 級・アシスタント・
ブライダル・コーディネーター検定・パソコン技能能力検定２級・認定ドレスコーディネーター

愛知県 鶴城丘 Ｓ・Ｓ 留学
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・レストランサービス技能検定 3 級・アシ
スタント・ブライダル・コーディネーター検定・認定ドレスコーディネーター・サービス接遇検
定　３級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメ
ント・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

愛知県 春日井東 Ｏ・Ａ リゾートトラスト株式会社 愛知県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・レストランサービス技能検定 3 級・アシスタ
ント・ブライダル・コーディネーター検定・パソコン技能能力検定２級・認定ドレスコーディネー
ター・サービス接遇検定　３級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダル
フラワーアレンジメント・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

愛知県 蒲郡 Ｏ・Ａ 株式会社プリエール＆インテリジェンス 愛知県
きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・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・ブライダルフラワーアレンジメント・ブライダルプ
ランナー検定２級・サービス接遇検定　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

愛知県 蒲郡 Ｏ・Ｙ 株式会社　オニックス 愛知県
2 級きもの講師免許・３級きもの講師免許・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　３級・ブライダルプランナー検定１級・パーソナルカラー
コーディネート検定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能検定
３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 蒲郡東 Ｎ・Ａ 株式会社 Setout 愛知県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・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・サービス接遇検定　３級・パーソナルカラーコー
ディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント・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

愛知県 刈谷東 Ｎ・Ａ 株式会社アルカンシェル 愛知県
３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級・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　３級・ブライダルプランナー検定１級・パーソ
ナルカラーコーディネート検定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコ
ン技能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 北 Ｋ・Ｙ 株式会社バルニバービ 東京都
きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・専門士称号・ブライ
ダルプランナー検定１級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラ
ワーアレンジメント・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検定２級・サービス接遇
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

愛知県 北 Ｔ・Ｋ ノイエクラッセ 愛知県
３級きもの講師免許・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・パソコ
ン技能検定２級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・サービス接遇検定　３級・認定ドレスコーディネー
ター・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 杏和 Ｉ・Ｈ 株式会社ウェディングボックス 愛知県
2 級きもの講師免許・３級きもの講師免許・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　３級・ブライダルプランナー検定１級・パーソナルカラー
コーディネート検定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能検定
３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 啓明学館 Ｙ・Ｎ 株式会社プー・コニュ 愛知県
きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・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・ブライダルフラワーアレンジメント・パソコン技能
検定３級・サービス接遇検定　３級・認定ドレスコーディネーター

愛知県 古知野 Ｋ・Ｃ エヌスタイルウェディング 京都府
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・レストランサービス技能検定 3 級・アシスタ
ント・ブライダル・コーディネーター検定・パソコン技能能力検定２級・認定ドレスコーディネー
ター・サービス接遇検定　３級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダル
フラワーアレンジメント・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

1

卒業生の就職先・取得資格一覧（2017年3月・2018年3月卒業生）
※掲載されている個人データにつきましては、承諾を得て掲載しております。 ※氏名に関しましては個人情報保護の観点より、イニシャルにて掲載しております。

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

名古屋ウェディング＆ブライダル専門学校　2018



愛知県 桜丘 Ｍ・Ｍ 株式会社　aedam 愛知県
認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント・３級きもの講師免許・ブ
ライダルプランナー検定２級・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　３級・ブライダルプランナー検定１級・パーソナルカラーコーディ
ネート検定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能検定３級

愛知県 猿投農林 Ｎ・Ｋ ラヴィマーナ　神戸 兵庫県
サービス接遇検定　３級・ブライダルプランナー検定１級・パソコン技能検定２級・パーソナルカ
ラーコーディネート検定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック・３級きもの講師免
許・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・専門
士称号・ブライダルフラワーアレンジメント・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定

愛知県 至学館 Ｋ・Ｍ 株式会社クラウディアコスチュームサービス 京都府
アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・専門士称号・ブライダルプランナー検定１
級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント・
ブライダルプランナー検定２級・サービス接遇検定　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・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級

愛知県 修文女子 Ｓ・Ｋ 株式会社　エース　フローリスト 岐阜県
ブライダルプランナー検定２級・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　３級・ブライダルプランナー検定１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・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフ
ラワーアレンジメント・３級きもの講師免許

愛知県 松蔭 Ｋ・Ｍ 株式会社リクルートゼクシィなび 東京都
きもの講師　3 級・レストランサービス技能検定 3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネー
ター検定・パソコン技能能力検定２級・認定ドレスコーディネーター・サービス接遇検定　３級・
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント・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・専門士称号・きもの講師　2 級

愛知県 昭和 Ｔ・Ｍ 株式会社東横イン 愛知県
３級きもの講師免許・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・レス
トランサービス機能試験 3 級・パソコン技能検定２級・パーソナルカラーコーディネート検定
ベーシック・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・サービス接遇
検定　３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 知多翔洋 Ｋ・Ａ 株式会社グラヴィス 愛知県
きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・専門士称号・ブライダルプ
ランナー検定１級・パソコン技能検定２級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブ
ライダルフラワーアレンジメント・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検定２級・サー
ビス接遇検定　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

愛知県 中京大学附属中京 Ｓ・Ｍ 株式会社　神戸ポートピアホテル 兵庫県
３級きもの講師免許・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・レス
トランサービス機能試験 3 級・パソコン技能検定２級・パーソナルカラーコーディネート検定
ベーシック・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・サービス接遇
検定　３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 知立 Ｉ・Ｓ 株式会社クロト 愛知県
きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・専門士称号・ブライ
ダルプランナー検定１級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラ
ワーアレンジメント・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検定２級・サービス接遇
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

愛知県 東海商業 Ｍ・Ａ 株式会社　オニックス 愛知県
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技
能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント・2 級きもの講師免許・
３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級・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　３級・ブライダルプランナー検定１級・パソコン技能検定２級

愛知県 東海商業 Ｙ・Ｋ 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・パソコン技能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブライ
ダルフラワーアレンジメント・2 級きもの講師免許・３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２
級・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　３級・ブライ
ダルプランナー検定１級・パソコン技能検定２級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック

愛知県 東邦 Ｈ・Ｋ 高見株式会社 京都府
2 級きもの講師免許・３級きもの講師免許・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・レストランサービス機能試験 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・サービス接遇検定　
３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 東洋調理技術学院専門学校 Ｋ・Ａ 株式会社　スタイルズ 東京都
３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級・専門士称号・サービス接遇検定　３級・
ブライダルプランナー検定１級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・トータル
メイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブラ
イダルフラワーアレンジメント

愛知県 豊田東 Ａ・Ｆ 株式会社エルフラット 岐阜県
３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級・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　３級・ブライダルプランナー検定１級・パソコン技能
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・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・パソコン技能検定３級・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 豊橋西 Ｔ・Ｓ 株式会社ベルクリエイト 愛知県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・レストランサービス技能検定 3 級・アシ
スタント・ブライダル・コーディネーター検定・認定ドレスコーディネーター・サービス接遇検
定　３級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメ
ント・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

愛知県 中村 Ｍ・Ｒ 株式会社　きりんやグループ 愛知県
アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・専門士称号・ブライダルプランナー検定１
級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント・
パソコン技能検定３級・サービス接遇検定　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・きもの講師　3 級

愛知県 中村 Ｍ・Ｓ 株式会社　アサヒプロカラー 愛知県
2 級きもの講師免許・３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級・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　３級・ブライダルプランナー検定１級・
パソコン技能検定２級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・トータルメイクアップ検定　
ベーシック・パソコン技能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 名古屋経済大学高蔵 Ｋ・Ｍ 株式会社グラヴィス 愛知県
ブライダルプランナー検定１級・パソコン技能検定２級・パーソナルカラーコーディネート検定ベー
シック・ブライダルフラワーアレンジメント・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検定２級・
サービス接遇検定　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・きも
の講師　3 級・きもの講師　2 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・専門士称号

愛知県 名古屋女子大学 Ｙ・Ｋ 株式会社 ウエスト 東京都
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント・パソ
コン技能検定３級・ブライダルプランナー検定２級・サービス接遇検定　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・きもの講師　3 級・アシスタント・
ブライダル・コーディネーター検定・専門士称号・ブライダルプランナー検定１級

愛知県 南陽 Ｓ・Ｍ 株式会社　ピアリー　名古屋支部 愛知県
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・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・
認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント
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愛知県 南陽 Ｎ・Ｍ CHOU CHOU BRIDARL　合同会社 愛知県
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・認定ドレスコーディネー
ター・ブライダルフラワーアレンジメント・３級きもの講師免許・専門士称号・レストランサー
ビス機能試験 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

愛知県 南陽 Ｈ・Ｍ 株式会社プー・コニュ 愛知県
きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・専門士称号・ブライ
ダルプランナー検定１級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラ
ワーアレンジメント・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検定２級・サービス接遇
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

愛知県 丹羽 Ｇ・Ｈ 株式会社グラヴィス 愛知県
きもの講師　3 級・専門士称号・ブライダルプランナー検定１級・パソコン技能検定２級・パー
ソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント・パソコ
ン技能検定３級・ブライダルプランナー検定２級・サービス接遇検定　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

愛知県 丹羽 Ｓ・Ｍ 株式会社シャン・クレール 東京都
専門士称号・きもの講師　3 級・レストランサービス技能検定 3 級・アシスタント・ブライダ
ル・コーディネーター検定・パソコン技能能力検定２級・認定ドレスコーディネーター・サービ
ス接遇検定　３級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーア
レンジメント・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

愛知県 半田商業 Ｋ・Ｊ 株式会社　Ts-SERVICE 愛知県
トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能検定３級・認定ドレスコーディネー
ター・ブライダルフラワーアレンジメント・３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定
２級・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　３
級・ブライダルプランナー検定１級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック

愛知県 藤ノ花女子 Ａ・Ｍ 株式会社　まきやす 愛知県
2 級きもの講師免許・３級きもの講師免許・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・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・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーア
レンジメント・パソコン技能検定３級

愛知県 北海道芸術　名古屋サテライトキャンパス Ｋ・Ｍ 株式会社ゼットン 東京都
専門士称号・ブライダルプランナー検定１級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・ブライダルフラワーアレンジメント・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検
定２級・サービス接遇検定　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・きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定

愛知県 緑 Ｓ・Ｈ 株式会社　フロンティアの介護 愛知県
2 級きもの講師免許・３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級・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　３級・ブライダルプランナー検
定１級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシッ
ク・パソコン技能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 三好 Ｈ・Ｓ 株式会社ダイヤモンドソサエティ 大阪府
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネー
ター検定・パソコン技能能力検定２級・認定ドレスコーディネーター・サービス接遇検定　３
級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント・
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

愛知県 三好 Ｍ・Ａ 株式会社アンジュ 愛知県
３級きもの講師免許・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・レス
トランサービス機能試験 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・サービス接遇検定　３級・認定ドレス
コーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 三好 Ｍ・Ｍ ごきそ内科　内視鏡クリニック 愛知県
2 級きもの講師免許・３級きもの講師免許・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・レストランサービス機能試験 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・サービス接遇検定　
３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 豊丘 Ａ・Ａ 進学
３級きもの講師免許・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　３級・ブライダルプランナー検定１級・パソコン技能検定２級・パーソナルカ
ラーコーディネート検定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能
検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 豊野 Ｏ・Ｎ 株式会社川平屋 愛知県
サービス接遇検定　３級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラ
ワーアレンジメント・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・
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

愛知県 豊野 Ｓ・Ｓ 株式会社アンジュ 愛知県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネー
ター検定・パソコン技能能力検定２級・認定ドレスコーディネーター・サービス接遇検定　３
級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント・
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

岐阜県 池田 Ｉ・Ｋ 株式会社ワールドサービス 大阪府
きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・専門士称
号・ブライダルプランナー検定１級・パソコン技能検定２級・パーソナルカラーコーディネート検定ベー
シック・ブライダルフラワーアレンジメント・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検定２級・
サービス接遇検定　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

岐阜県 池田 Ｙ・Ｙ 株式会社　キャラット 奈良県
2 級きもの講師免許・３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級・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　３級・ブライダルプランナー検定１級・
パソコン技能検定２級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・トータルメイクアップ検定　
ベーシック・パソコン技能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

岐阜県 揖斐 Ａ・Ｈ 株式会社ウメショウ 岐阜県
アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・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・ブライダルフラワーアレンジメント・パソコン技能検定３級・サービ
ス接遇検定　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・
きもの講師　3 級

岐阜県 大垣桜 Ｋ・Ａ 株式会社レクスト（旧株式会社愛知冠婚葬祭互助会） 愛知県
認定ドレスコーディネーター・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・アシスタント・ブライダ
ル・コーディネーター検定・専門士称号・ブライダルプランナー検定１級・パーソナルカラー
コーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント・ブライダルプランナー
検定２級・サービス接遇検定　３級

岐阜県 大垣商業 Ｏ・Ｓ 株式会社ウェディングボックス 熊本県
2 級きもの講師免許・３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級・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　３級・ブライダルプランナー検定１級・
パソコン技能検定２級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・トータルメイクアップ検定　
ベーシック・パソコン技能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

岐阜県 加茂 Ｍ・Ｉ 株式会社オー・ド・ヴィーウェディング 愛知県
３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級・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　３級・ブライダルプランナー検定１級・パソコン技能検
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・トータルメイクアップ検定　ベーシッ
ク・パソコン技能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント
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岐阜県 市立岐阜商業 Ｙ・Ｒ 株式会社アスピカ 福井県
きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・専門士称号・ブライダルプ
ランナー検定１級・パソコン技能検定２級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブ
ライダルフラワーアレンジメント・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検定２級・サー
ビス接遇検定　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

岐阜県 岐阜農林 Ｔ・Ｒ 株式会社アスピカ 福井県
パソコン技能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント・2 級きもの
講師免許・３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級・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　３級・ブライダルプランナー検定１級・パソコン技能検
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・トータルメイクアップ検定　ベーシック

岐阜県 済美 Ｃ・Ｎ メルパルク株式会社 愛知県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・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・サービス接遇検定　３級・パーソナルカラーコー
ディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント・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

岐阜県 多治見 Ｋ・Ｙ 株式会社名古屋東急ホテル 愛知県
認定ドレスコーディネーター・サービス接遇検定　３級・パーソナルカラーコーディネート検定
ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント・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・専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・レストランサービス
技能検定 3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・パソコン技能能力検定２級

岐阜県 多治見工業 Ｏ・Ｃ 株式会社 E'quipe Dia 愛知県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・レストランサービス技能検定 3 級・アシスタ
ント・ブライダル・コーディネーター検定・パソコン技能能力検定２級・認定ドレスコーディネー
ター・サービス接遇検定　３級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダル
フラワーアレンジメント・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

岐阜県 土岐商業 Ｋ・Ｍ ニュートンプラス　イー　株式会社 岐阜県
３級きもの講師免許・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　３級・パソコン技能検定２級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能検定３級・認定ドレスコーディ
ネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

岐阜県 武義 Ｔ・Ｍ 株式会社アイズ・コーポレーション 愛知県
ブライダルプランナー検定１級・パソコン技能検定２級・パーソナルカラーコーディネート検
定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能検定３級・認定ドレス
コーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント・３級きもの講師免許・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　３級

岐阜県 本巣松陽 Ｅ・Ｃ 株式会社ワールドサービス 大阪府
きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・専門士称号・ブライ
ダルプランナー検定１級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラ
ワーアレンジメント・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検定２級・サービス接遇
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

岐阜県 本巣松陽 Ｎ・Ｎ かのう呉服店 岐阜県
パソコン技能能力検定３級・専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・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・サービス接遇検定　３
級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント・
トータルメイクアップ検定　ベーシック

岐阜県 吉城 Ｏ・Ｎ 株式会社ティーブライド 愛知県
３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級・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　３級・パーソナルカラーコーディネート検
定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能検定３級・認定ドレス
コーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

三重県 暁 Ｋ・Ａ 株式会社エルフラット 岐阜県
2 級きもの講師免許・３級きもの講師免許・専門士称号・サービス接遇検定　３級・パーソナル
カラーコーディネート検定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技
能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

三重県 いなべ総合学園 Ｗ・Ｍ 株式会社　出雲殿　浜松本部 静岡県
パソコン技能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント・2 級
きもの講師免許・３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級・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　３級・ブライダルプランナー検定１
級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック

三重県 桑名西 Ｋ・Ｅ 株式会社クラッシックブライダル 兵庫県
専門士称号・ブライダルプランナー検定１級・パソコン技能検定２級・パーソナルカラーコーディ
ネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント・パソコン技能検定３級・ブライダル
プランナー検定２級・サービス接遇検定　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・きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定

三重県 久居 Ｓ・Ｈ 株式会社名古屋観光ホテル 愛知県
2 級きもの講師免許・３級きもの講師免許・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・レストランサービス機能試験 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・サービス接遇検定　
３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

三重県 松阪工業 Ｓ・Ｋ 株式会社　ポジティブ　ドリーム　パーソンズ 東京都
サービス接遇検定　３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメン
ト・３級きもの講師免許・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・レ
ストランサービス機能試験 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

三重県 四日市西 Ｋ・Ｋ 株式会社シャンテ 愛知県
ブライダルプランナー検定２級・サービス接遇検定　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・きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コー
ディネーター検定・専門士称号・ブライダルプランナー検定１級・パーソナルカラーコーディ
ネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント・パソコン技能検定３級

三重県 四日市西 Ｎ・Ｍ 株式会社日比谷花壇 東京都
専門士称号・ブライダルプランナー検定１級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・ブライダルフラワーアレンジメント・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検
定２級・サービス接遇検定　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・きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定

三重県 四日市農芸 Ｓ・Ｈ Smile Story　株式会社 愛知県
３級きもの講師免許・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　３級・ブライダルプランナー検定１級・パーソナルカラーコーディネート検
定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能検定３級・認定ドレス
コーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント・パソコン技能検定２級

静岡県 掛川東 Ｓ・Ｍ 株式会社オー・ド・ヴィーウェディング 愛知県
パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検定２級・サービス接遇検定　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・きもの講師　3 級・アシスタント・ブ
ライダル・コーディネーター検定・専門士称号・ブライダルプランナー検定１級・パソコン技能検
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・ブライダルフラワーアレンジメント

静岡県 佐久間 Ｔ・Ｍ 株式会社　セピア・クワーティー・インターナショナル 愛知県
３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級・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　３級・パーソナルカラーコーディネート検
定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコン技能検定３級・認定ドレス
コーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント
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静岡県 静岡商業 Ｕ・Ｙ 株式会社ソウルエンジェルス 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・サービス接遇検定　３級・
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック・
パソコン技能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント・
３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級

静岡県 浜松湖東 Ｉ・Ｋ 株式会社　パークコーポレーション　青山フラワーマーケット 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・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・サービス接遇
検定　３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント・2 級きもの講
師免許・３級きもの講師免許・専門士称号

静岡県 浜松湖東 Ｏ・Ｋ 丸八不動産グループ　ポルテ　ボヌール 静岡県
３級きもの講師免許・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・パソコ
ン技能検定２級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・サービス接遇検定　３級・認定ドレスコーディネー
ター・ブライダルフラワーアレンジメント

静岡県 袋井 Ｋ・Ｓ 株式会社呉竹荘 静岡県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・レストランサービス技能検定 3 級・アシ
スタント・ブライダル・コーディネーター検定・認定ドレスコーディネーター・サービス接遇検
定　３級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメ
ント・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

富山県 となみ野 Ｔ・Ａ 進学
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・レストランサービス技能検定 3 級・アシ
スタント・ブライダル・コーディネーター検定・認定ドレスコーディネーター・サービス接遇検
定　３級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメ
ント・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

富山県 南砺福光 Ｎ・Ｋ 株式会社　ベルコ 富山県
３級きもの講師免許・専門士称号・レストランサービス機能試験 3 級・パソコン技能検定２級・
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・パソコン技能検定３級・サービス接遇検定　
３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

長野県 飯田風越 Ｈ・Ａ 株式会社池の平ホテル＆リゾーツ 長野県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・レストランサービス技能検定 3 級・アシ
スタント・ブライダル・コーディネーター検定・認定ドレスコーディネーター・サービス接遇検
定　３級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメ
ント・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

長野県 下伊那農業 Ｍ・Ｍ 株式会社平安 長野県
専門士称号・ブライダルプランナー検定１級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・ブライダルフラワーアレンジメント・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検
定２級・サービス接遇検定　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・きもの講師　3 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定

岩手県 高田 Ｋ・Ｓ 株式会社　ジェイグループ　ホールディングス 愛知県
３級きもの講師免許・ブライダルプランナー検定２級・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　３級・ブライダルプランナー検定１級・パーソ
ナルカラーコーディネート検定ベーシック・トータルメイクアップ検定　ベーシック・パソコ
ン技能検定３級・認定ドレスコーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

新潟県 新津 Ｙ・Ｍ Photo studio & make FATA 愛知県
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメント・パソコン技能検定３
級・ブライダルプランナー検定２級・サービス接遇検定　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・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・ブライダルメイクアップ検定・アシスタン
ト・ブライダル・コーディネーター検定・専門士称号・ブライダルプランナー検定１級・パソコン技能検定２級

石川県 金沢市立工業 Ｎ・Ｍ 株式会社グッドラック・コーポレーション 東京都
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・レストランサービス技能検定 3 級・アシ
スタント・ブライダル・コーディネーター検定・認定ドレスコーディネーター・サービス接遇検
定　３級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブライダルフラワーアレンジメ
ント・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

福井県 科学技術 Ｔ・Ｍ 株式会社ローズガーデン 福井県
きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・専門
士称号・ブライダルプランナー検定１級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ブラ
イダルフラワーアレンジメント・パソコン技能検定３級・ブライダルプランナー検定２級・サービ
ス接遇検定　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

鳥取県 倉吉北 Ｈ・Ｒ 株式会社グラヴィス 愛知県
３級きもの講師免許・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・レス
トランサービス機能試験 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・サービス接遇検定　３級・認定ドレス
コーディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント
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愛知県 愛知工業大学名電 Ｎ・Ｍ パピリィ　フォトスタジオ　名古屋金山店 愛知県
ブライダルフラワーアレンジメント・花嫁着付け　３級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検
定初級・ブライダルメイクアップ検定・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・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・ネイリスト技能検定３級・サービス接遇検定　３級

愛知県 愛知みずほ大学瑞穂 Ｓ・Ｋ シャネル株式会社 愛知県
花嫁着付け　３級・専門士称号・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・認定ドレスコーディネーター・ネイリスト技能検定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

愛知県 安城学園 Ｎ・Ａ 進学
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・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダ
ルメイクアップ検定・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・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・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・花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級

愛知県 稲沢 Ｙ・Ｍ Vanilla Emu 愛知県
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・花
嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイ
クアップ検定・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・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

愛知県 加茂丘 Ｍ・Ｈ 株式会社　OHANA SELF INNOVATION 愛知県
花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・専門士称号・ブライダルメイクアップ検定・きもの講師　
3 級・きもの講師　2 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・認定ドレスコー
ディネーター・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 吉良 Ｋ・Ｋ 進学
花嫁着付け　３級・花嫁着付け２級・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・Ｊ
ＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・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・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・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

愛知県 吉良 Ｓ・Ｒ 株式会社 Memoris 愛知県
花嫁着付け　３級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・
きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・JNEC 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

愛知県 吉良 Ｍ・Ｙ 株式会社ウェディングボックス 熊本県
花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・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・ＪＮＡジェルネイル検定初級・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・パーソナルカラーコーディ
ネート検定ベーシック・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・
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・JNEC ネイリスト技能検定 3 級

愛知県 古知野 Ｋ・Ｍ 有限会社　ケー・シー・ピュア 愛知県
花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・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・Ｊ
ＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・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・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・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

愛知県 高浜 Ｓ・Ｈ Belltree 株式会社 愛知県
専門士称号・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベー
シック・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・JNEC 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・花嫁着付け２級・花嫁着付け　３
級

愛知県 東海商業 Ｙ・Ｍ 進学
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・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・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・花嫁着付け　３級・専門士称号・ブライダル
メイクアップ検定・きもの講師　2 級

愛知県 東郷 Ｋ・Ｓ 株式会社ティーブライド 愛知県
きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・JNEC 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・花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・JNEC ネイリスト技能検定 2 級・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・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

愛知県 富田 Ｋ・Ａ 株式会社ティーブライド 愛知県
花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメ
イクアップ検定・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・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・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

愛知県 豊田大谷 Ｓ・Ｍ 進学
ブライダルメイクアップ検定・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・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・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・花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級

愛知県 豊橋西 Ｍ・Ｈ 株式会社　マサモリ 愛知県
花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・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・ブライダルメイクアップ検定・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・パーソナルカラーコーディ
ネート検定ベーシック・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・
JNEC 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

愛知県 緑 Ｙ・Ｍ 株式会社クレールコーポレーション 愛知県
花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・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・Ｊ
ＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・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・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・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

愛知県 三好 Ｋ・Ｍ 株式会社　ベスト‐アニバーサリー 東京都
花嫁着付け　３級・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・ブライダルメ
イクアップ検定・きもの講師　3級・きもの講師　2級・パーソナルカラーコーディネート検定ベー
シック・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・JNEC 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・花嫁着付け２級

愛知県 守山 Ｈ・Ａ ANA クラウンプラザホテルグランコート名古屋 愛知県
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・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・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・花嫁着付け　３級・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

愛知県 若宮商業 Ｋ・Ｋ 株式会社アイムワールド 愛知県
花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・専門士称号・ブライダルメイクアップ検定・きもの講
師　3 級・きもの講師　2 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・JNEC 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

岐阜県 各務原 Ｏ・Ａ Wedding Plaza NIKO　二幸 愛知県
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・ブライダルメイクアップ検定・き
もの講師　3 級・きもの講師　2 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・JNEC 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・花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級
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岐阜県 加茂 Ｉ・Ａ 進学
花嫁着付け　３級・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・ＪＮＡジェル
ネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・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・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・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

岐阜県 岐阜工業 Ｔ・Ｙ 犬山小町 愛知県
花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・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・Ｊ
ＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・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・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・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

岐阜県 岐阜女子 Ｋ・Ｓ シャネル株式会社 愛知県
花嫁着付け　３級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・
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・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・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

岐阜県 清凌 Ｗ・Ｓ アニバーサル　スタジオ 岐阜県
きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・花嫁着付け２級・
花嫁着付け　３級・専門士称号

岐阜県 中京学院大学付属中京 Ｈ・Ｋ 株式会社　KGM　トータルビューティーサロン　SK 岐阜県
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・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・花嫁着付け　３級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブ
ライダルメイクアップ検定・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級

岐阜県 土岐紅陵 Ｈ・Ｒ 有限会社ウメイチ 岐阜県
花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・専門士称号・ブライダルメイクアップ検定・きもの講師　
3 級・きもの講師　2 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・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

岐阜県 武義 Ｕ・Ｓ 有限会社　かわむらや 岐阜県
花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・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・Ｊ
ＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・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・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・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

三重県 飯南 Ｉ・Ｍ 株式会社　アニー 三重県
花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級・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・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・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

三重県 学法津田学園 Ｋ・Ｍ 進学
花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・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・Ｊ
ＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・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・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・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック

三重県 木本 Ｓ・Ｍ 株式会社　ジョイフルまるやま 東京都
ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・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・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・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・花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・専門士称号

三重県 松阪商業 Ｓ・Ａ 株式会社　キャラット 奈良県
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・JNEC 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・花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・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・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級

三重県 四日市西 Ｋ・Ｊ 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 東京都
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・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・花嫁着付け　３級・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・
ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級

三重県 四日市西 Ｙ・Ｍ 進学
花嫁着付け　３級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・
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・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・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

三重県 四日市農芸 Ｋ・Ｈ 株式会社フリーゾーン 大阪府
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・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・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・花嫁着付け　３級・JNEC ネイ
リスト技能検定 2 級・専門士称号・ネイリスト技能検定２級・ＪＮＡジェルネイル検定初級

富山県 新湊 Ｎ・Ｍ 株式会社　ベルコ 富山県
花嫁着付け　３級・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・ＪＮＡジェル
ネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・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・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・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

富山県 高岡工芸 Ｓ・Ｈ 株式会社　ミケラン・ジェロ 愛知県
きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・JNEC 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・花嫁着付け２級・花嫁着付け　３
級・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・ブライダルメイクアップ検定

富山県 高岡商業 Ｍ・Ａ 有限会社ビューティーサロンシバタ 愛知県
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・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・花嫁着付け　３級・専門
士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・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

長野県 飯田 OIDE 長姫 Ｋ・Ａ 株式会社　ミケラン・ジェロ 愛知県
ブライダルメイクアップ検定・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・パーソナルカラーコー
ディネート検定ベーシック・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・JNEC 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・花嫁着付け
２級・花嫁着付け　３級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級

滋賀県 堅田 Ｈ・Ｓ 株式会社 O 京都府
花嫁着付け２級・花嫁着付け　３級・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・ブライダルメイクアップ検定・きもの講師　3 級・きもの講師　2 級・パーソナルカラーコーディ
ネート検定ベーシック・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・
JNEC 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
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愛知県 愛知産業大学工業 Ｙ・Ｍ 株式会社 up light（CLAVIS HEART） 愛知県
きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・ブライダルメイクアップ検定・ブライダルフラワーア
レンジメント・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・認定ドレスコーディネー
ター・サービス接遇検定　３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・JNEC ネイリスト
技能検定 3 級・専門士称号・花嫁着付け　３級

愛知県 愛知みずほ大学瑞穂 Ｉ・Ａ 有限会社八千代 愛知県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワー
アレンジメント・花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡ
ジェルネイル検定初級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト
技能検定 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

愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス Ａ・Ｙ 株式会社　美総　サロン　オードリー 愛知県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーアレンジメン
ト・花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブ
ライダルメイクアップ検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定
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・サービス接遇検定　３級

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

愛知県 熱田 Ｆ・Ｙ レイフィールド株式会社 岐阜県
専門士称号・花嫁着付け　３級・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・ブライダルメイクアッ
プ検定・ブライダルフラワーアレンジメント・アシスタントブライダルコーディネーター検定　
3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・認定ドレスコーディネーター・サービ
ス接遇検定　３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定 3 級

愛知県 安城学園 Ｉ・Ｙ 花のみせ美里 愛知県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーア
レンジメント・花嫁着付け２級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・サービス接遇検定　３級

愛知県 惟信 Ｉ・Ｎ Belltree 株式会社 愛知県
花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブラ
イダルメイクアップ検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定 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・サービス接遇検定　３級・専
門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーアレンジメント

愛知県 一宮 Ｓ・Ｓ 株式会社　美総　サロン　オードリー 愛知県
専門士称号・JNEC ネイリスト技能検定 2 級・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダ
ルフラワーアレンジメント・花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡジェルネ
イル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト
技能検定 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・サービス接遇検定　３級

愛知県 稲沢 Ａ・Ｍ 有限会社アーティザン（オーシャンネイル） 愛知県
ブライダルメイクアップ検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト技能検
定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・サービス接遇検定　３級・
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーアレンジメン
ト・花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡジェルネイル検定初級

愛知県 稲沢 Ｇ・Ｙ 株式会社ウェディングボックス 熊本県
ＪＮＡジェルネイル検定初級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・サービス接遇検定　３級・JNEC ネイリス
ト技能検定 3 級・専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダ
ルフラワーアレンジメント・花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定

愛知県 大府東 Ｍ・Ｉ 有限会社ヘアーリッツ 愛知県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーアレンジメン
ト・花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブ
ライダルメイクアップ検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定
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・サービス接遇検定　３級

愛知県 春日井西 Ｔ・Ｒ 有限会社アーティザン（オーシャンネイル） 愛知県
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・専門士称号・JNEC ネイリスト技能検定 2 級・
きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・花嫁着付け２級・
アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定 3 級・認定ドレスコーディネーター

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

愛知県 至学館 Ｓ・Ｈ 株式会社 GT ブライダル 愛知県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーアレンジメン
ト・花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブ
ライダルメイクアップ検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定
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・サービス接遇検定　３級

愛知県 至学館 Ｎ・Ａ 株式会社ギャルリーブルージュ 愛知県
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・JNEC ネイリスト技能
検定 3 級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級・花嫁着付け　３級・きもの講師　2 級・き
もの講師　3 級・ブライダルメイクアップ検定・ブライダルフラワーアレンジメント・アシスタ
ントブライダルコーディネーター検定　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック

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

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

愛知県 豊田東 Ｆ・Ｈ 株式会社フリーゾーン 大阪府
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーアレンジメン
ト・花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブ
ライダルメイクアップ検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定
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・サービス接遇検定　３級

愛知県 南陽 Ｍ・Ａ 株式会社グラヴィス 愛知県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーア
レンジメント・花嫁着付け２級・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・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・サービス接遇検定　３級

愛知県 日進西 Ｎ・Ｍ 株式会社創寫館 愛知県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーアレンジメン
ト・花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブ
ライダルメイクアップ検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定
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・サービス接遇検定　３級
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愛知県 藤ノ花女子 Ｈ・Ｓ Something Blue 愛知県
花嫁着付け２級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級・花嫁着付け　３級・きもの講師　2 級・きもの
講師　3 級・ブライダルメイクアップ検定・ブライダルフラワーアレンジメント・アシスタントブライダル
コーディネーター検定　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・認定ドレスコーディネー
ター・サービス接遇検定　３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定 3 級

愛知県 山田 Ｋ・Ａ 株式会社ギャルリーブルージュ 愛知県
きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・ブライダルメイクアップ検定・ブライダルフラワーアレンジメント・
アシスタントブライダルコーディネーター検定　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・
認定ドレスコーディネーター・サービス接遇検定　３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・JNEC 
ネイリスト技能検定 3 級・花嫁着付け２級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級・花嫁着付け　３級

愛知県 山田 Ｓ・Ｍ 株式会社エストータルプロデュース（es ネイル） 東京都
ＪＮＡジェルネイル検定初級・花嫁着付け　３級・きもの講師　2級・きもの講師　3級・ブライダルメイクアッ
プ検定・ブライダルフラワーアレンジメント・アシスタントブライダルコーディネーター検定　3 級・パーソナ
ルカラーコーディネート検定ベーシック・認定ドレスコーディネーター・サービス接遇検定　３級・トータルメ
イクアップ検定　ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定 3 級・JNEC ネイリスト技能検定 2 級・専門士称号

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

岐阜県 各務原 Ｎ・Ａ アバネイルプラス 愛知県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーアレンジメン
ト・花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブ
ライダルメイクアップ検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定
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・サービス接遇検定　３級

岐阜県 岐阜各務野 Ｔ・Ｓ 株式会社ダイシン 岐阜県
きもの講師　3 級・ブライダルメイクアップ検定・ブライダルフラワーアレンジメント・アシス
タントブライダルコーディネーター検定　3級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・認定ドレスコーディネーター・サービス接遇検定　３級・トータルメイクアップ検定　ベー
シック・JNEC ネイリスト技能検定 3 級・専門士称号・花嫁着付け　３級・きもの講師　2 級

岐阜県 岐阜聖徳学園 Ｋ・Ｒ 株式会社ブライダルポートワン 岐阜県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーアレン
ジメント・花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡジェルネイ
ル検定初級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・JNEC ネイリスト技能検定 3 級・認定ドレスコーディネーター

岐阜県 岐阜聖徳学園 Ｓ・Ｙ ネイル オリヴィア 岐阜県
アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定 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・サービス接遇検定　３級・専門士称号・JNEC ネイリスト技能検定 2 級・
きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・花嫁着付け２級

岐阜県 東濃 Ｔ・Ｅ 株式会社創寫館 愛知県
専門士称号・花嫁着付け　３級・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・ブライダルメイクアップ検
定・ブライダルフラワーアレンジメント・アシスタントブライダルコーディネーター検定　3 級・
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・認定ドレスコーディネーター・サービス接遇検定　
３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定 3 級・花嫁着付け２級

岐阜県 富田 Ｇ・Ｒ 株式会社クレールコーポレーション 愛知県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーアレンジメン
ト・花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブ
ライダルメイクアップ検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定
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・サービス接遇検定　３級

岐阜県 富田 Ｈ・Ｍ 有限会社ウメイチ 岐阜県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワー
アレンジメント・花嫁着付け２級・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・JNEC ネイリスト技能検定 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

岐阜県 長良 Ｋ・Ｙ 株式会社　ウェーヴジャパン 岐阜県
ブライダルメイクアップ検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定 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・サービス接遇検定　３級・専門士称号・
JNEC ネイリスト技能検定 2 級・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーア
レンジメント・花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡジェルネイル検定初級

岐阜県 飛騨高山岡本校舎 Ｎ・Ａ 株式会社創寫館 愛知県
きもの講師　3 級・ブライダルメイクアップ検定・ブライダルフラワーアレンジメント・アシスタントブ
ライダルコーディネーター検定　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・認定ドレス
コーディネーター・サービス接遇検定　３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・JNEC ネイリス
ト技能検定 3 級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級・花嫁着付け　３級・きもの講師　2 級

岐阜県 武義 Ａ・Ｍ 有限会社ビリーブ 岐阜県
JNEC ネイリスト技能検定 3 級・専門士称号・花嫁着付け　３級・きもの講師　2 級・きもの講
師　3 級・ブライダルメイクアップ検定・ブライダルフラワーアレンジメント・アシスタントブ
ライダルコーディネーター検定　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・認定
ドレスコーディネーター・サービス接遇検定　３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック

三重県 いなべ総合学園 Ｉ・Ｍ 株式会社セピア・クワーティー・インターナショナル 愛知県
花嫁着付け２級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級・花嫁着付け　３級・きもの講師　
2 級・きもの講師　3 級・ブライダルメイクアップ検定・ブライダルフラワーアレンジメント・
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・認定ドレスコーディネーター・サービス接
遇検定　３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定 3 級

三重県 いなべ総合学園 Ｉ・Ｍ Something Blue 愛知県
花嫁着付け２級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級・花嫁着付け　３級・きもの講師　2 級・きもの
講師　3 級・ブライダルメイクアップ検定・ブライダルフラワーアレンジメント・アシスタントブライダル
コーディネーター検定　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・認定ドレスコーディネー
ター・サービス接遇検定　３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定 3 級

三重県 神戸 Ａ・Ｙ 株式会社ボルボレッタ 三重県
きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーアレンジメント・花嫁着付け２級・アシスタン
ト・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブライダルメイクアップ検定・パー
ソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定 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・サービス接遇検定　３級・専門士称号・きもの講師　2 級

三重県 桑名西 Ｙ・Ｍ 株式会社紺文 三重県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーアレン
ジメント・花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ブライダルメイク
アップ検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定 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・サービス接遇検定　３級

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

石川県 金沢商業 Ｋ・Ｓ Belltree 株式会社 愛知県
ブライダルフラワーアレンジメント・花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネー
ター検定・ブライダルメイクアップ検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC 
ネイリスト技能検定 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・
サービス接遇検定　３級・専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級
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福井県 鯖江 Ｔ・Ａ 幸三郎ウェディング　総本店 福井県
専門士称号・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・花嫁着付け　３級・ブライダルフラワーアレンジメン
ト・花嫁着付け２級・アシスタント・ブライダル・コーディネーター検定・ＪＮＡジェルネイル検定初級・ブ
ライダルメイクアップ検定・パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・JNEC ネイリスト技能検定
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・サービス接遇検定　３級

沖縄県 中部農林 Ｋ・Ｔ 株式会社メイリーブライド 沖縄県
アシスタントブライダルコーディネーター検定　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベー
シック・認定ドレスコーディネーター・サービス接遇検定　３級・トータルメイクアップ検定　ベー
シック・JNEC ネイリスト技能検定 3 級・花嫁着付け２級・専門士称号・花嫁着付け　３級・きもの
講師　2 級・きもの講師　3 級・ブライダルメイクアップ検定・ブライダルフラワーアレンジメント

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

その他 既卒 Ｓ・Ｒ STUDIO8 愛知県
JNEC ネイリスト技能検定 3 級・花嫁着付け２級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級・花嫁着付け　
３級・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・ブライダルメイクアップ検定・ブライダルフラワーアレンジ
メント・アシスタントブライダルコーディネーター検定　3 級・パーソナルカラーコーディネート検定ベー
シック・認定ドレスコーディネーター・サービス接遇検定　３級・トータルメイクアップ検定　ベーシック

その他 既卒 Ｔ・Ｓ 進学
JNEC ネイリスト技能検定 3 級・花嫁着付け２級・専門士称号・ＪＮＡジェルネイル検定初級・花嫁
着付け　３級・きもの講師　2 級・きもの講師　3 級・ブライダルメイクアップ検定・ブライダルフラ
ワーアレンジメント・アシスタントブライダルコーディネーター検定　3 級・パーソナルカラーコー
ディネート検定ベーシック・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
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