
愛知県 愛知みずほ大学瑞穂 Ｉ・Ｙ 株式会社　ライフサポートひまわり 愛知県 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

愛知県 愛知産業大学工業 Ｈ・Ｓ 東亜グループ 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

愛知県 惟信 Ｈ・Ｋ 天白はら接骨院アクト 愛知県 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

愛知県 稲沢東 Ｏ・Ｔ 株式会社コーパスコーポレーション 愛知県 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

愛知県 稲沢東 Ｋ・Ｙ 株式会社ライフサポートひまわり 愛知県
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・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

愛知県 稲沢東 Ｋ・Ｋ 豊田合成株式会社 愛知県 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

愛知県 栄徳 Ｈ・Ｓ 株式会社ガレージフィックス 石川県
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・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

愛知県 岡崎東 Ｔ・Ｙ 株式会社東祥 愛知県
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・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

愛知県 科学技術学園　名古屋分室 Ｔ・Ｙ 株式会社トゥエンティーフォーセブン 東京都
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・専門士

愛知県 蒲郡東 Ｙ・Ｍ 株式会社ソラスト 東京都 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

愛知県 刈谷東 Ｓ・Ｃ 株式会社ボディーワーク 東京都 IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協
会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

愛知県 菊華 Ｍ・Ｙ たけだクリニック整形外科内科 愛知県 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

愛知県 菊華 Ｉ・Ｓ 株式会社フィットネスジャパン 愛知県 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・パソコン技能能力検定３級・専門士

愛知県 菊華 Ｉ・Ｓ 株式会社 CREAFORTE 愛知県
IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・IHTA アロマコーディネーター・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・
専門士

愛知県 犬山 Ｉ・Ｙ 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 東京都 健康運動実践指導者・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

愛知県 犬山 Ｓ・Ｔ 株式会社トヨタエンタプライズ 愛知県
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・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

愛知県 犬山南 Ｙ・Ｔ 株式会社ルーキーズ 愛知県
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・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

愛知県 古知野 Ｓ・Ｎ 株式会社昭真会 愛知県
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

愛知県 高浜 Ｓ・Ｓ 株式会社 TOUGH LIFE 愛知県
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・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

愛知県 佐織工業 Ｋ・Ａ 株式会社アーネスト 埼玉県
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・PADI エマー
ジェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・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
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愛知県 松平 Ｉ・Ｒ 株式会社さくらリバース 愛知県
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・専門士

愛知県 瀬戸 Ｔ・Ｊ 医療法人可知整形外科 愛知県 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

愛知県 瀬戸 Ｍ・Ｔ 株式会社 ケー・アンド・イー 長野県
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・専門士

愛知県 瀬戸西 Ｉ・Ｒ 株式会社 nano 愛知県
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・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

愛知県 星城 Ｉ・Ｙ セレンディピティ 愛知県 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

愛知県 大同大学大同 Ｓ・Ｒ POCO a POCO 兵庫県 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・専門士

愛知県 大府東 Ｋ・Ｓ C.M.G 株式会社 愛知県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・介護予防運動指導員・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

愛知県 丹羽 Ｍ・Ｒ こりとりマッチョ＆パーソナルフィットネス RS 愛知県
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・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

愛知県 中央 Ｍ・Ｈ 株式会社 CREAFORTE 愛知県 IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・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

愛知県 中村 Ｉ・Ｙ 株式会社 LIFE CREATE 北海道
健康運動実践指導者・IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・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・専門士

愛知県 東海商業 Ｉ・Ｓ 株式会社 CREAFORTE 愛知県 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・パソコン技能能力検定３級・専門士

愛知県 南陽 Ｏ・Ａ 株式会社スリムビューティーハウス 東京都 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

愛知県 日本福祉大学付属 Ｉ・Ｋ 株式会社アクトス 岐阜県 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・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

愛知県 半田商業 Ｗ・Ｍ 株式会社 LAVA International 東京都
健康運動実践指導者・IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・JCCA ベーシックインストラク
ター・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・専門士

愛知県 豊川 Ｍ・Ｒ アイレクススポーツライフ株式会社 愛知県
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

愛知県 豊明 Ｙ・Ｋ 株式会社 AXIS 愛知県
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

愛知県 豊野 Ｔ・Ｈ 株式会社 TOUGH LIFE 愛知県
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・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

愛知県 名古屋経済大学高蔵 Ｋ・Ａ 8FIT 愛知県 IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・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

愛知県 名古屋工業 Ｓ・Ｈ 株式会社ライフサポートひまわり 愛知県
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・
専門士

愛知県 名古屋福祉専門学校 Ｔ・Ｍ 株式会社平針スイミングスクール 愛知県 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
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愛知県 木曽川 Ｔ・Ｙ 株式会社フィットネスジャパン 愛知県 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・専門士

岐阜県 益田清風 Ｈ・Ｙ 株式会社 AXIS 愛知県
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

岐阜県 益田清風 Ｉ・Ｋ 株式会社 TOUGH LIFE 愛知県
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・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

岐阜県 加茂 Ｗ・Ｊ 森の鍼灸接骨院 岐阜県
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・専門士

岐阜県 華陽フロンティア Ｆ・Ｙ 株式会社たけむら 岐阜県
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・専門士

岐阜県 岐阜聖徳学園 Ｎ・Ｙ 株式会社 RAJA 東京都
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・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

岐阜県 岐阜聖徳学園 Ｓ・Ｒ トータルフィットネスクラブアクアポリス 岐阜県 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・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

岐阜県 岐阜聖徳学園 Ｋ・Ｋ アイギ工業株式会社 岐阜県 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

岐阜県 岐阜第一 Ｎ・Ｄ 株式会社笑顔一番 岐阜県 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

岐阜県 岐阜第一 Ｎ・Ａ 岐阜県警察 岐阜県 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

岐阜県 岐阜第一 Ｔ・Ｋ 社会福祉法人杉和会 岐阜県 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・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

岐阜県 岐阜第一 Ｍ・Ｍ 株式会社飛鳥 愛知県 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

岐阜県 高山工業 Ｎ・Ｔ BODY SMILE 愛知県
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

岐阜県 大垣商業 Ｙ・Ｙ ゼビオ株式会社 福島県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・介護予防運動指導員・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

岐阜県 大垣日本大学 Ｎ・Ｋ 株式会社ベアハグ 東京都 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

岐阜県 中京学院大学付属中京 Ｎ・Ｈ セントラルスポーツ株式会社 東京都 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

岐阜県 美濃加茂 Ｋ・Ｓ 株式会社 Lig 愛知県
IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・IHTA アロマコーディネーター・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・
専門士

岐阜県 本巣松陽 Ｓ・Ｎ 株式会社 LAVA International 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA 認定　ヨガライフアドバイザー・赤十字救急
法救急員・JCCA ベーシックインストラクター・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

三重県 伊勢学園 Ｆ・Ｄ 株式会社ダイシン 三重県 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

三重県 伊勢学園 Ｎ・Ｍ 有限会社石周メッツ 三重県
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・専門士
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三重県 学法津田学園 Ｋ・Ｔ 株式会社コパン 岐阜県 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・専門士

三重県 久居 Ｔ・Ｙ ゼビオ株式会社 福島県 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

三重県 久居農林 Ｋ・Ｓ 株式会社 WillWorkout 東京都
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 認定　ヨガ
ライフアドバイザー・JCCA ベーシックインストラクター・IHTA アロマコーディネーター・
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

三重県 皇學館 Ｋ・Ｓ 有限会社石周メッツ 三重県
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・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

三重県 三重 Ｍ・Ｔ 株式会社 SRE 愛知県
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

三重県 四日市四郷 Ｋ・Ｅ 株式会社フュービック 東京都 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・専門士

三重県 四日市農芸 Ｏ・Ａ 株式会社 MAHALOA 三重県 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・パソコン技能能力検定３級・専門士

三重県 白子 Ｎ・Ｓ 株式会社ザ・ビッグスポーツ 大阪府 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・専門士

三重県 鈴鹿 Ｈ・Ｓ 株式会社アウトソーシングテクノロジー 東京都
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

長野県 松商学園 Ｎ・Ｍ 株式会社中島鐵工所 長野県
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　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

長野県 松商学園 Ｈ・Ｋ 株式会社フィットネスジャパン 愛知県
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・
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

長野県 飯田 OIDE 長姫 Ｈ・Ｋ 株式会社アイスク 長野県
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・パソコン技能能力検定３級・
専門士

長野県 木曽青峰 Ｏ・Ｍ 株式会社デサント 大阪府
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・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

静岡県 横須賀 Ｓ・Ｋ 株式会社日本スポーツ科学 静岡県 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

福井県 福井工業大学附属福井 Ｋ・Ｍ 株式会社 otias 愛知県 健康運動実践指導者・介護予防運動指導員・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

その他 既卒 Ｉ・Ｋ 株式会社ダイセングループ 愛知県
JATI認定トレーニング指導者・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・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

その他 既卒 Ｙ・Ｙ 株式会社トゥエンティーフォーセブン 東京都 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・専門士

その他 既卒 Ｈ・Ｔ 株式会社フィットネスジャパン 愛知県
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・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｋ HEAT24　小牧店 愛知県 健康運動実践指導者・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

その他 既卒 Ｎ・Ｄ 有限会社大樹開発 愛知県 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
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愛知県 愛知みずほ大学瑞穂 Ｎ・Ｍ 株式会社ジェイエスエス 大阪府 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

愛知県 愛知産業大学三河 Ｙ・Ｋ 株式会社 linkworks 兵庫県 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・専門士

愛知県 一宮北 Ｈ・Ｙ 株式会社河合楽器製作所 静岡県
健康運動実践指導者・6H プレイフィットネス Certificate・JCCA ベーシックインストラク
ター・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

愛知県 岡崎商業 Ｓ・Ｍ 株式会社ファミリ総合教育学園 愛知県
健康運動実践指導者・6H Basic Certificate・6H プレイフィットネス Certificate・こども運動
指導者２級・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・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・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

愛知県 岡崎城西 Ｎ・Ａ 株式会社テニスラウンジ 愛知県 サービス接遇検定　３級・テニス C 級審判・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

愛知県 吉良 Ｉ・Ｍ 株式会社パシフィックスポーツクラブ 愛知県
健康運動実践指導者・ＪＡＦＡ　アクアウォーキングインストラクター・JAFA　アクアウォーキングエクササイズベーシックイン
ストラクター・JAFA　アクアダンスエクササイズインストラクター・JAFA　アクアダンスエクササイズベーシックインストラク
ター・ＪＡＦＡ　アクアビクスインストラクター・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・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

愛知県 吉良 Ｗ・Ｍ SMILE 合同会社 愛知県
6H プレイフィットネス Certificate・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

愛知県 享栄 Ｉ・Ｙ プレミアムサポート株式会社　アスティスポーツクラブ 愛知県 JCCA ベーシックインストラクター・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

愛知県 享栄 Ｎ・Ａ 株式会社東祥 愛知県
健康運動実践指導者・エアロビックダンスエクササイズインストラクター（ＡＤＩ）・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

愛知県 犬山 Ｙ・Ｍ イオンリテール株式会社 千葉県
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

愛知県 工芸 Ｉ・Ｋ 株式会社エクセントロイヤル 愛知県
JCCA ベーシックインストラクター・エアロビックダンスエクササイズインストラクター（Ａ
ＤＩ）・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

愛知県 市立工業 Ｄ・Ｙ 株式会社アクトス 岐阜県 健康運動実践指導者・テニス C 級審判・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

愛知県 市立工業 Ｏ・Ｋ 株式会社ルネサンス 東京都 テニス C 級審判・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

愛知県 時習館 Ｔ・Ｙ アイレクススポーツライフ株式会社 愛知県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・6H プレイフィットネス Certificate・
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・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

愛知県 修文女子 Ｕ・Ｒ 有限会社セイシン教育センター 愛知県
赤十字救急法救急員・6H Basic Certificate・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・野外活動コー
チ養成認定講習・専門士

愛知県 春日井工業 Ｔ・Ｋ 株式会社ビッグモーター 東京都
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

愛知県 春日井東 Ｉ・Ｍ 社会福祉法人愛生福祉会 愛知県
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

愛知県 春日井東 Ｋ・Ｓ セントラルスポーツ株式会社 東京都 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

愛知県 小牧南 Ｔ・Ｍ 株式会社 KAN コーポレーション 愛知県
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・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・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

愛知県 誠信 Ｍ・Ａ 有限会社デイサービスセンター 愛知県 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
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愛知県 誠信 Ｓ・Ｙ 株式会社ブイ・トピア 愛知県 6H プレイフィットネス Certificate・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

愛知県 大府 Ｔ・Ｍ 株式会社ティップネス 東京都
健康運動実践指導者・エアロビックダンスエクササイズインストラクター（ＡＤＩ）・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

愛知県 第一学院　名古屋キャンパス Ｉ・Ｔ 株式会社ネクステージ 愛知県
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

愛知県 知多翔洋 Ｍ・Ｓ 株式会社フォンス 長野県
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・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

愛知県 知多翔洋 Ｈ・Ｋ 株式会社 KT インダストリィ 大阪府 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

愛知県 知多翔洋 Ｅ・Ｋ 株式会社テニスラウンジ 愛知県 サービス接遇検定　３級・テニス C 級審判・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

愛知県 富田 Ｈ・Ｆ 株式会社マレアクリエイト 東京都
PADI　OWSI（オープンウォータースクーバインストラクター）・ＰＡＤＩ　アドヴァンスド・オープンウォーター・PADI　
オープンウォーターダイバー・ＰＡＤＩ　ダイブマスター・PADI　レスキューダイバー・PADI　エマージェンシー・オキシ
ジェント・プロバイダー・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・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・小型船舶操縦士　1 級・専門士

愛知県 豊橋西 Ｋ・Ａ 株式会社アクトス 岐阜県
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・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

愛知県 豊田大谷 Ｍ・Ｒ 株式会社グッドスピード 愛知県
JCCA ベーシックインストラクター・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

愛知県 豊明 Ｓ・Ｉ 髙木工業株式会社 東京都 健康運動実践指導者・テニス C 級審判・テニス教師・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

愛知県 豊明 Ｈ・Ｙ 株式会社シッククリエーション 愛知県
健康運動実践指導者・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

愛知県 豊明 Ｍ・Ｔ アイレクススポーツライフ株式会社 愛知県
健康運動実践指導者・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

愛知県 豊野 Ｎ・Ｙ 株式会社 TOUGH LIFE 愛知県
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

愛知県 名古屋経済大学高蔵 Ｂ・Ｙ 株式会社ジェイエスエス 大阪府 JCCA ベーシックインストラクター・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・専門士

愛知県 名古屋工学院専門学校　高等課程 Ｋ・Ｓ 株式会社ニッケインドアテニス 愛知県 サービス接遇検定　３級・テニス C 級審判・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

岐阜県 ぎふ国際 Ｉ・Ｍ 株式会社ニッケインドアテニス 愛知県 健康運動実践指導者・サービス接遇検定　３級・テニス C 級審判・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

岐阜県 益田清風 Ｋ・Ｍ セントラルスポーツ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・赤十字救急法救急員・ＪＡＦＡ　アクアウォーキングインストラクター・JAFA　アクアウォーキングエクササイズベー
シックインストラクター・JAFA　アクアダンスエクササイズインストラクター・JAFA　アクアダンスエクササイズベーシックインストラク
ター・ＪＡＦＡ　アクアビクスインストラクター・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・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

岐阜県 岐阜工業 Ｋ・Ｈ 株式会社ベンチャーバンク 東京都
健康運動実践指導者・JCCA ベーシックインストラクター・エアロビックダンスエクササイズ
インストラクター（ＡＤＩ）・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

岐阜県 岐阜総合学園 Ｆ・Ａ 株式会社アスピカグループ 福井県
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・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

岐阜県 岐阜第一 Ｅ・Ｙ 株式会社河合楽器製作所 静岡県
健康運動実践指導者・6H プレイフィットネス Certificate・JCCA ベーシックインストラク
ター・こども運動指導者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・専門士
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岐阜県 郡上 Ｔ・Ｍ 株式会社河合楽器製作所 静岡県
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

岐阜県 多治見西 Ｈ・Ｃ 社会福祉法人フェニックス 岐阜県
健康運動実践指導者・赤十字救急法救急員・ＪＡＦＡ　アクアウォーキングインストラクター・JAFA　アクアウォーキ
ングエクササイズベーシックインストラクター・JAFA　アクアダンスエクササイズインストラクター・JAFA　アクアダ
ンスエクササイズベーシックインストラクター・ＪＡＦＡ　アクアビクスインストラクター・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

岐阜県 中京学院大学付属中京 Ｈ・Ｍ スポーツコミュニティ株式会社 神奈川県
健康運動実践指導者・6H プレイフィットネス Certificate・JCCA ベーシックインストラク
ター・こども運動指導者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・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・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

岐阜県 中京学院大学付属中京 Ｋ・Ｔ 株式会社アクトス 岐阜県
健康運動実践指導者・ＪＡＦＡ　アクアウォーキングインストラクター・JAFA　アクアウォーキングエクササイズベーシックイン
ストラクター・JAFA　アクアダンスエクササイズインストラクター・ＪＡＦＡ　アクアビクスインストラクター・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・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

岐阜県 東濃実業 Ｍ・Ｙ DO FRONTIER 株式会社 愛知県 JCCA ベーシックインストラクター・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

岐阜県 揖斐 Ｈ・Ｍ アイレクススポーツライフ株式会社 愛知県
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・JCCA ベーシックインストラク
ター・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・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

岐阜県 揖斐 Ｉ・Ｓ 本巣スイミングスクール 岐阜県 6H プレイフィットネス Certificate・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・野外活動コーチ養成認定講習・専門士

静岡県 湖西 Ｍ・Ｙ 株式会社ラインナップ 愛知県 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

静岡県 新居 Ｆ・Ｋ 株式会社マレアクリエイト 東京都
PADI　OWSI（オープンウォータースクーバインストラクター）・ＰＡＤＩ　アドヴァンスド・オープンウォーター・
PADI　オープンウォーターダイバー・ＰＡＤＩ　ダイブマスター・PADI　レスキューダイバー・PADI　エマージェン
シー・オキシジェント・プロバイダー・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・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・専門士

静岡県 新居 Ｓ・Ｙ ロングウッドスポーツクラブ株式会社 愛知県 健康運動実践指導者・テニス C 級審判・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

静岡県 天竜 Ｋ・Ｋ 株式会社アクトス 岐阜県 サービス接遇検定　３級・テニス C 級審判・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

静岡県 浜松湖東 Ｙ・Ｍ 株式会社ベンチャーバンク 東京都
エアロビックダンスエクササイズインストラクター（ＡＤＩ）・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

静岡県 浜松江之島 Ｈ・Ｒ 株式会社浜松スポーツセンター 静岡県
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・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

静岡県 浜北西 Ｉ・Ｎ 遠鉄アシスト株式会社 静岡県
健康運動実践指導者・6H プレイフィットネス Certificate・JCCA ベーシックインストラク
ター・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・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

三重県 メリノール女子学院 Ｍ・Ｋ 株式会社ニッケインドアテニス 愛知県
健康運動実践指導者・サービス接遇検定　３級・テニスC級審判・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

三重県 久居 Ｇ・Ｍ ゼビオ株式会社 福島県
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・介護予防運動指導員・6H プレイ
フィットネス Certificate・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・野外活動コーチ養
成認定講習・専門士

三重県 四日市四郷 Ｍ・Ｔ プレミアムサポート株式会社　アスティスポーツクラブ 愛知県
健康運動実践指導者・赤十字救急法救急員・JCCA ベーシックインストラクター・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

三重県 四日市四郷 Ｓ・Ｋ ロングウッドスポーツクラブ株式会社 愛知県 サービス接遇検定　３級・テニス C 級審判・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

三重県 神戸 Ｋ・Ｓ セントラルスポーツ株式会社 東京都
健康運動実践指導者・ＪＡＦＡ　アクアウォーキングインストラクター・JAFA　アクアウォーキングエクササイズベーシックインスト
ラクター・JAFA　アクアダンスエクササイズインストラクター・JAFA　アクアダンスエクササイズベーシックインストラクター・Ｊ
ＡＦＡ　アクアビクスインストラクター・MIZUNO アクアベーシック認定　BA 認定インストラクター・PADI　オープンウォーター
ダイバー・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

長野県 阿南 Ｍ・Ｒ KL スポーツ株式会社 愛知県
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・ＪＡＦＡ　アクアウォーキングインストラクター・JAFA　アクアウォーキングエクササ
イズベーシックインストラクター・JAFA　アクアダンスエクササイズインストラクター・JAFA　アクアダンスエクササイズベーシックインストラク
ター・ＪＡＦＡ　アクアビクスインストラクター・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・
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
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その他 既卒 Ｋ・Ｊ ＮＴＴテクノクロスサービス株式会社 愛知県
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

その他 既卒 Ｓ・Ｋ 株式会社コパン 岐阜県
健康運動実践指導者・赤十字救急法救急員・ＪＡＦＡ　アクアウォーキングインストラクター・JAFA　アクアウォーキングエクササイズベー
シックインストラクター・JAFA　アクアダンスエクササイズインストラクター・JAFA　アクアダンスエクササイズベーシックインストラク
ター・ＪＡＦＡ　アクアビクスインストラクター・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
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愛知県 一宮北 Ｍ・Ｒ 和合あかつき幼稚園 愛知県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・パソコン技
能能力検定３級・こども運動指導者１級・こども運動指導者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・専門士

愛知県 古知野 Ｙ・Ｋ NPO 法人子育てネットワークあすなろ 愛知県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・健康運動実践指導者・パソコン技能能
力検定３級・こども運動指導者１級・こども運動指導者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・専門士

愛知県 中村 Ｓ・Ｍ 社会福祉法人ゆうゆう会　ぜんしん保育園 愛知県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・こども運動
指導者１級・こども運動指導者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・専門士

愛知県 中部大学第一 Ｋ・Ｋ 株式会社ファミリ総合教育学園 愛知県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・こども運動指導者１級・こども運動
指導者２級・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・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

三重県 宇治山田商業 Ｓ・Ｒ 社会福祉法人厚生会　名古屋厚生会館第二保育園 愛知県 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・こども運動指導者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・専門士

三重県 相可 Ｔ・Ｈ 株式会社森伸　もりの実保育園 三重県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・こども運動
指導者１級・こども運動指導者２級・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・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

岐阜県 多治見西 Ｄ・Ａ 宗教法人願成寺　柳保育園 岐阜県 保育士・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・こども運動指導者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・専門士

静岡県 藤枝順心 Ｓ・Ｊ 株式会社シッククリエーション 愛知県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・健康運動実践指導者・パソコン技能能
力検定３級・こども運動指導者１級・こども運動指導者２級・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・
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

石川県 遊学館 Ｏ・Ｈ 幼児活動研究会株式会社コスモスポーツクラブ 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・こども運動指導者１級・こども運動
指導者２級・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・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

福岡県 筑陽学園 Ｆ・Ｙ 社会福祉法人桔梗会 愛知県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・こども運動
指導者１級・こども運動指導者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・専門士

その他 既卒 Ｉ・Ｔ 学校法人葵学園認定こども園葵第二幼稚園 愛知県
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・健康運動実践指導者・パソコン技能能
力検定３級・こども運動指導者２級・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・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
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愛知県 愛知県立旭陵 Ａ・Ｓ 株式会社アサヒセキュリティ 愛知県 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

愛知県 愛知商業 Ｄ・Ｍ たち接骨院 愛知県
赤十字救急法救急員・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

愛知県 安城学園 Ｉ・Ｅ 株式会社フットサルアリーナ 三重県 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

愛知県 安城学園 Ｎ・Ｍ 株式会社バーム 愛知県 介護予防運動指導員・赤十字救急法救急員・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

愛知県 一宮商業 Ｉ・Ｋ 社会福祉法人フェニックス 岐阜県
健康運動実践指導者・介護予防運動指導員・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

愛知県 稲沢 Ｔ・Ｔ 医療法人社団青虎会フジ虎ノ門整形外科病院 静岡県 健康運動実践指導者・赤十字救急法救急員・PADI オープンウォーターダイバー・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・専門士

愛知県 栄徳 Ｎ・Ｈ 株式会社ユニホー 東京都
健康運動指導員検定・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・赤十字救急法救急
員・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

愛知県 岡崎商業 Ｍ・Ｋ 株式会社スポーツマックス 愛知県
赤十字救急法救急員・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

愛知県 菊華 Ｓ・Ｈ トヨタカローラ愛知株式会社 愛知県 赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・専門士

愛知県 犬山 Ｋ・Ｒ 株式会社スポーツ・ザ・ディア 愛知県
健康運動実践指導者・赤十字救急法救急員・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

愛知県 至学館 Ｎ・Ｓ 株式会社デンソー安城製作所 愛知県 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

愛知県 瀬戸西 Ｙ・Ｍ オルカ鴨川 FC 千葉県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・赤十字救急法救急員・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

愛知県 西陵 Ｓ・Ｙ 株式会社ソフネットジャパン 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・赤十字救急法救急員・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

愛知県 誠信 Ｍ・Ｈ 日本メディアシステム株式会社 愛知県 赤十字救急法救急員・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

愛知県 誠信 Ｙ・Ｓ 日本メディアシステム株式会社 愛知県 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

愛知県 誠信 Ｋ・Ｔ ゼビオ株式会社 福島県 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

愛知県 大同大学大同 Ｙ・Ｍ 株式会社　田平陸送 愛知県 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

愛知県 東海工業専門学校熱田校　高等課程 Ｋ・Ｋ 株式会社　田平陸送 愛知県 サービス接遇検定　３級・専門士

愛知県 半田商業 Ｔ・Ｋ 株式会社 Global Ism 滋賀県
健康運動実践指導者・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・専門士

愛知県 碧南 Ｓ・Ｙ 一般財団法人 地球子ども村 愛知県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・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
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愛知県 豊橋中央 Ｏ・Ｙ 株式会社アクトス 岐阜県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・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・PHI Pilates A.C.Ts・赤十字救急法救急員・PADI エマージェンシー・ファースト・レ
スポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・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

愛知県 豊川工業 Ｋ・Ｓ アイレクススポーツライフ株式会社 愛知県 赤十字救急法救急員・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

愛知県 豊川 Ｉ・Ｙ 株式会社ファクトリージャパングループ 東京都
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・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

愛知県 名古屋経済大学市邨 Ｓ・Ｓ 株式会社ドームユナイデット 岐阜県 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

愛知県 名古屋商業 Ｍ・Ｎ 株式会社ファクトリージャパングループ 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・介護予防運動指導員・赤十字救急法救急員・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

岐阜県 益田清風 Ｔ・Ｎ 有限会社創健メディカル 静岡県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・PHI Pilates A.C.Ts・赤十字救急法救急員・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

岐阜県 関商工 Ｋ・Ｍ 株式会社コーパスコーポレーション 愛知県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・介護予防運動指導員・赤十字救急法救急員・JCCA ベー
シックインストラクター・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

岐阜県 岐阜工業 Ａ・Ｍ 株式会社クレイン 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・
PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・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・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士

岐阜県 郡上 Ｎ・Ｃ 株式会社ボディワークホールディングス 東京都 サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・専門士

岐阜県 県立岐阜商業 Ｙ・Ｓ 株式会社 FOCS 神奈川県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・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・専門士

岐阜県 多治見西 Ｓ・Ｋ 株式会社コーパスコーポレーション 愛知県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・赤十字救急法救急員・JCCA ベーシックインスト
ラクター・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

岐阜県 大垣桜 Ｈ・Ａ 株式会社笑顔一番 岐阜県
健康運動実践指導者・赤十字救急法救急員・JCCA ベーシックインストラクター・PADI エマージェンシー・
ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター・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

岐阜県 大垣商業 Ｆ・Ｒ 株式会社ファクトリージャパングループ 東京都
健康運動実践指導者・赤十字救急法救急員・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

岐阜県 大垣商業 Ｔ・Ｔ 株式会社 ICE 北海道 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

岐阜県 東濃実業 Ｏ・Ｋ 株式会社 MAHALOA 三重県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・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・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

岐阜県 富田 Ｍ・Ｋ 株式会社ジョイナリー 愛知県 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

三重県 いなべ総合学園 Ｋ・Ａ インベントクリエイション株式会社 三重県 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・専門士

三重県 桑名西 Ｎ・Ｋ 医療法人孝友会孝友クリニック 愛知県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・赤十字救急法救急員・JCCA ベーシックインスト
ラクター・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・専門士

三重県 大橋学園 Ｉ・Ｙ 株式会社アウトソーシングテクノロジー 三重県 スポーツトレーナーベーシック・専門士

三重県 朝明 Ｔ・Ｓ 株式会社ボディワークホールディングス 東京都 赤十字救急法救急員・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
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三重県 津商業 Ｕ・Ｍ 株式会社カーブスジャパン 三重県
健康運動指導員検定・赤十字救急法救急員・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

三重県 尾鷲 Ｈ・Ｃ 株式会社　田平陸送 愛知県 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

長野県 赤穂 Ｋ・Ｙ 上伊那農業協同組合 長野県 健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・赤十字救急法救急員・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

長野県 赤穂 Ｓ・Ｒ アイレクススポーツライフ株式会社 愛知県
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・赤十字救急法救急員・6H プレイフィットネス 
Certificate・JCCA ベーシックインストラクター・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

長野県 箕輪進修 Ａ・Ｙ トヨタカローラ愛知株式会社 愛知県 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

静岡県 浜松商業 Ｎ・Ｃ 株式会社日本スポーツ科学 静岡県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・介護予防運動指導員・赤十字救急法救急員・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

その他 既卒 Ｇ・Ｋ ゼビオ株式会社 福島県 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

その他 既卒 Ｋ・Ｙ 株式会社コーパスコーポレーション 愛知県
健康運動指導員検定・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・赤十字救急法救
急員・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

その他 既卒 Ｈ・Ｙ 株式会社スポーツ・ザ・ディア 愛知県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・PHI Pilates A.C.Ts・赤十字救急法救急員・PADI
エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レスポン
ス・インストラクター・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・専門士

その他 既卒 Ｏ・Ｋ 医療法人社団三水会　北千葉整形外科 千葉県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・介護職員初任者研修・介護予防
運動指導員・赤十字救急法救急員・PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・PADI エマージェンシー・ファースト・レ
スポンス・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・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
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