
愛知県 愛知産業大学三河 Ｍ・Ｍ ㈱メディカルサポートY 岐阜県

PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・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・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・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

愛知県 渥美農業 Ｓ・Ｓ ㈱ファクトリージャパングループ 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・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・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・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・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・専門士

愛知県 杏和 Ｎ・Ａ ㈱コロンビアスポーツウェアジャパン 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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

愛知県 惟信 Ｋ・Ｓ ㈱TOUGHLIFE 愛知県

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・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・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・JCCAベーシックインストラクター・PHI　PilatesPHI　Pilates 
A.C.Ts・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・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・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・専門士

愛知県 衣台 Ｋ・Ｋ ㈱そら　千葉オフィス 千葉県

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・PHI PilatesPHI 
Pilates A.C.Ts advance・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・（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

愛知県 稲沢 Ｏ・Ｍ 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・一般社団法人　日本コミュニケーショ
ン教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・（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

愛知県 稲沢東 Ｍ・Ｒ 星の森デンタル 岐阜県 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・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・専門士

愛知県 岡崎学園 Ｃ・Ｎ ㈱Fast Fitness Japan 東京都
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・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・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アド
バイザー・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・専門士

愛知県 岡崎商業 Ｓ・Ｈ かとう整形外科 愛知県
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・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・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・専門士

愛知県 岡崎城西 Ｓ・Ｔ 岡崎卓球教室プログレス 愛知県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・JCCAベーシックインストラクター・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・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポー
ツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェル
ジュ・（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

愛知県 菊華 Ｋ・Ｙ ㈱ファミリ 愛知県
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・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

愛知県 菊華(愛知県：私立) Ｋ・Ｎ フットセラピー㈱ 愛知県

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・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・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・PHI　PilatesPHI　Pilates 
A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・専門士

愛知県 享栄 Ｓ・Ｔ フリーランストレーナー 愛知県
PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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

愛知県 古知野 Ｏ・Ａ フットセラピー㈱ 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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

愛知県 御津 Ｎ・Ｆ ゼビオホールディングス㈱ 福島県 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・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
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愛知県 工芸 Ｋ・Ｍ アイレクススポーツライフ㈱ 愛知県

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・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・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・一般社団法人　日
本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会
1ツ星　栄養コンシェルジュ・（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

愛知県 桜花学園 Ｔ・Ｓ くま接骨院 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・社団法人　国際ホリスティックセラピー
協会認定チャイルドボディセラピスト3級・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・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・PADIエマージェンシーファーストレスポンス・専門士

愛知県 山田 Ｍ・Ｍ コサキ㈱カーブス 愛知県
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・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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

愛知県 至学館 Ｔ・Ｎ ㈱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リーダー研修会・JCCAベーシックインストラク
ター・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・日本コンピュー
タ能力教育協議会パソコン技能検定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・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・PADI
エマージェンシー・ファーストレスポンス・（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

愛知県 春日井工業 Ｋ・Ｋ ㈱デスタレーション　Bee Rain 愛知県

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・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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・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・東京都健康長寿医療センター認定介護予防運動指導員・専門士

愛知県 春日井東 Ｆ・Ｋ ㈱コーパスコーポレーション 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・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・専門士

愛知県 春日井東 Ｍ・Ｋ Relax新瀬戸 愛知県
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・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　
日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・専門士

愛知県 小牧工業 Ｋ・Ｄ ㈱コーパスコーポレーション 愛知県
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・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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・専門士

愛知県 瀬戸北総合 Ｙ・Ｋ ㈱ワールドワークス 愛知県

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・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
コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・JCCAベーシックインストラクター・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・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・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・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・一般社団法人　
日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・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

愛知県 西陵 Ｈ・Ｒ ぜん㈱ 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・東京都健康長寿医療センター認定介護予防運動指
導員・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・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・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・
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・IHTA認定アロマコーディネー
ター・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・（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

愛知県 大同大学大同 Ｍ・Ｔ ㈱マタドール 愛知県

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・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・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・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・専門士

愛知県 大府 Ｔ・Ｍ ㈱キューズ 大阪府
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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検
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・（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

愛知県 大府 Ｄ・Ａ YAMATO355フィットネスクラブ 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リーダー研修会・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・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・IHTA認定アロマコーディネーター・IHTA認定ヨガライフアド
バイザー・専門士

愛知県 知多翔洋 Ｓ・Ｓ ゼビオホールディングス㈱ 福島県
PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・（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

愛知県 知多翔洋 Ｙ・Ｋ 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・一般社団法人　日本コミュニケーショ
ン教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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
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愛知県 津島東 Ｎ・Ｓ ぜん㈱ 愛知県

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リーダー研修会・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・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・
IHTA認定アロマコーディネーター・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・（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

愛知県 津島北 Ｔ・Ｒ ㈱THINKフィットネス 東京都

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・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リーダー研修会・一般社団法人　日本コミュニケーション教育協会野外活動コー
チ養成認定講習・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・PHI 
PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・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・日本コンピュータ能力教育協
議会パソコン技能検定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・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

愛知県 津島北 Ｋ・Ａ ㈱Tripe freeわかば接骨院 愛知県

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・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・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・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・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・専門士

愛知県 東海商業 Ｎ・Ｋ おおすが整形外科 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・（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

愛知県 東郷 Ｔ・Ｍ ㈱CREA FORTE 愛知県

東京都健康長寿医療センター認定介護予防運動指導員・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI 
PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・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・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポー
ツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェル
ジュ・（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

愛知県 東邦 Ｎ・Ｙ ㈱ルネサンス 東京都

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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
ツボランティアリーダー研修会・JCCAベーシックインストラクター・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・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・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・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・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・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイ
ザー・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・（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

愛知県 半田農業 Ｔ・Ｈ ㈱nano 愛知県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定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・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　日本栄養
コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ
星　栄養コンシェルジュ・（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

愛知県 豊橋西 Ｋ・Ｙ ㈱グッドウェーブ 兵庫県

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リーダー研修会・JCCAベーシックインストラクター・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・（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

愛知県 北海道芸術　名古屋サテライトキャンパス Ｓ・Ｇ ㈱エーワン 東京都 PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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

愛知県 名古屋経済大学高蔵 Ｆ・Ｔ フリーランストレーナー 愛知県
PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI 
PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・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・（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

愛知県 名古屋大谷 Ｍ・Ｄ ㈱ファクトリージャパングループ 東京都 PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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

愛知県 名古屋大谷 Ｙ・Ｔ ㈱クロップス 愛知県 PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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

愛知県 鳴海 Ｉ・Ｙ （学）三幸学園（就職） 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・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・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・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・専門士

愛知県 鳴海 Ｇ・Ｊ まはろ接骨院 愛知県

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・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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・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・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・専門士

岐阜県 益田清風 Ｙ・Ｙ 4UL4TU㈱ 愛知県
JCCAベーシックインストラクター・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・PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・（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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岐阜県 岐南工業 Ｏ・Ｉ SHIAWASE㈱ 岐阜県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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

岐阜県 岐阜聖徳学園 Ａ・Ｙ ゼビオホールディングス㈱ 岐阜県
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・IHTA認定アロマコーディネーター・IHTA認定ヨガライフアド
バイザー・専門士

岐阜県 岐阜総合学園 Ｎ・Ｎ Do Frontier㈱ 愛知県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・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・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・IHTA認定アロマコー
ディネーター・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・（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

岐阜県 岐阜農林 Ｙ・Ｋ ミズノスポーツサービス㈱ 和歌山県
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・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リーダー研修会・専門士

岐阜県 恵那農業 Ｍ・Ｙ ㈱LIFE CREATE 北海道

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
リーダー研修会・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・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・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・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・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　
日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・（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

岐阜県 高山工業 Ｋ・Ｎ ㈱ベストハーブス 東京都

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・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

岐阜県 高山西 Ｙ・Ｋ ㈱羽田 静岡県

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・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・NPO法人日本SAQ協会認定SAQイ
ンストラクターレベル1・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・（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

岐阜県 城南(岐阜県：私立) Ｔ・Ｓ ふれあい接骨院 岐阜県
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・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　
日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・専門士

岐阜県 多治見工業 Ａ・Ｈ ワールドウィング名古屋東別院 愛知県
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・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

岐阜県 大垣商業 Ｈ・Ｈ ㈱アクトス 岐阜県

JCCAベーシックインストラクター・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・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
SAQ協会認定SAQインストラクターレベル1・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・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・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

岐阜県 大垣日本大学 Ｓ・Ｋ 山下工業 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・専門士

岐阜県 大垣養老 Ｋ・Ｔ ㈱トップ 愛知県

一般社団法人　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・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・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

岐阜県 大垣養老 Ｍ・Ｓ 真和リハビリデイサービス 愛知県

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・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・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・PHI PilatesPHI Pilates 
A.C.Ts advance・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・
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・専門士

岐阜県 中津商業 Ｔ・Ｔ ㈱東祥 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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

岐阜県 中津川工業 Ｉ・Ｋ メディカルフィットネスファミリア 岐阜県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・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・専門士
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岐阜県 土岐商業 Ｈ・Ａ スポーツインテリジェンス㈱ 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リーダー研修会・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・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・

（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

岐阜県 東濃フロンティア Ｔ・Ｒ 中日本興業㈱ 愛知県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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

岐阜県 東濃実業 Ａ・Ｈ フットセラピー㈱ 愛知県

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・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定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・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・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・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・専門士

岐阜県 美濃加茂 Ｍ・Ｈ ㈱ベアハグ 愛知県

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・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・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・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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts 
advance・専門士

岐阜県 麗澤瑞浪 Ｍ・Ａ ㈱アクトス 岐阜県

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・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・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・PADIエマージェン
シー・ファーストレスポンス・（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

静岡県 島田樟誠 Ｆ・Ｋ ㈱大木家 愛知県 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・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

静岡県 藤枝順心 Ｏ・Ｃ 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・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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・一般社団法人　
日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　日本栄養コンシェ
ルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・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

静岡県 磐田東 Ｉ・Ｋ フットセラピー㈱ 愛知県 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・専門士

静岡県 磐田東 Ｈ・Ｔ ㈱オンテックス 大阪府
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・日本赤十字社赤
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・専門士

静岡県 磐田東 Ｍ・Ｈ ㈱フュービック 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・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　実務技能検定協
会サービス接遇検定3級・専門士

静岡県 浜松開誠館 Ｈ・Ａ BODY MAKE GYM SORRISO 愛知県 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・IHTA認定ヨガライフアドバイザー・専門士

静岡県 浜松学芸 Ｋ・Ｍ Language International Auckland（進学） ニュージーランド

日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・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・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・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

静岡県 浜松湖東 Ｏ・Ｉ 野村不動産ライフ＆スポーツ㈱ 東京都
一般社団法人　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・（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

静岡県 浜北西 Ｎ・Ｙ ㈱マグナ．リゾート 静岡県 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・ＩＨＴＡ認定リラクゼーションセラピスト・専門士

三重県 伊勢学園 Ｈ・Ｒ 日野自動車㈱ 三重県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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
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三重県 伊勢学園 Ｕ・Ｓ ㈱THINKフィットネス 東京都

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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リーダー研修会・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・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・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・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポー
ツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・専門士

三重県 紀南 Ｋ・Ｓ ㈱Dr.トレーニング 東京都

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・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・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・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

三重県 菰野 Ｋ・Ａ ㈱クイック（加圧スタジオ９１9） 三重県 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

三重県 向陽台　古川学園キャンパス Ｙ・Ｎ ㈱ロータス 三重県
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・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

三重県 四日市四郷 Ｎ・Ｋ 中山左官 三重県 公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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

三重県 鳥羽 Ｋ・Ｋ ㈱クイック（加圧スタジオ９１9） 三重県 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

新潟県 三条商業 Ｋ・Ｄ ㈱フュービック 東京都 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・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

富山県 魚津工業 Ａ・Ｗ ㈱コーパスコーポレーション 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・ＩＨＴＡ認
定リラクゼーションセラピスト・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・専門士

鹿児島県 樟南 Ｎ・Ｒ ㈱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・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定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・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・一般社団法人　日本栄養コンシェルジュ協会スポーツ栄養実践アドバイザー・一般社団法人　
日本栄養コンシェルジュ協会1ツ星　栄養コンシェルジュ・専門士
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愛知県 阿久比 Ｔ・Ｉ DCMカーマ㈱ 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・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・専門士

愛知県 愛知産業大学三河 Ｋ・Ｔ ㈱アクトス 岐阜県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アクアウォーキングエクササイズ
インストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定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・ミズノ株式会社MIZUNOアクアベーシック認定インストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アク
アダンスエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定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・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・専門士

愛知県 安城生活福祉高等専修学校 Ｏ・Ｍ ㈱ベストライフ 東京都 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・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

愛知県 一宮工業 Ｓ・Ｈ ㈱コパン 岐阜県

一般社団法人　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・公益財団法人　日本フィットネ
ス協会認定アクアウォーキングエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定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・ミズノ株式会社MIZUNOアクアベーシック認定インストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アクアダン
スエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定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・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

愛知県 一宮北 Ｏ・Ｋ ㈱佐々テニス企画 愛知県
公益財団法人　日本テニス協会公認C級審判員・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・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

愛知県 栄徳 Ｉ・Ｔ 兼八産業㈱ 愛知県 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・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・専門士

愛知県 栄徳 Ｆ・Ｋ 愛知みずほ大学（進学） 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・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・専門士

愛知県 岩津 Ｍ・Ｍ ㈱佐々テニス企画 愛知県
公益財団法人　日本テニス協会公認C級審判員・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

愛知県 菊華 Ｋ・Ｋ ㈱ライフクリエイト 愛知県
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・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・公益財団法人　日本フィットネス協会認定エアロビックダンスエクサ
サイズインストラクター・専門士

愛知県 享栄 Ｅ・Ｒ ㈱テニスラウンジ 愛知県
公益財団法人　日本テニス協会公認C級審判員・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

愛知県 啓明学館 Ｋ・Ｉ ㈱メディカルマインド 愛知県
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・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　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成認定
講習・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

愛知県 犬山 Ｔ・Ｋ ㈱ボーネルンド 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

愛知県 犬山南 Ｉ・Ｍ ㈱パシフィックスポーツクラブ 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・公益財団法人　日本フィットネス協会認定ア
クアウォーキングエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定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・ミズノ株式会社MIZUNOアクアベーシック認定インストラクター・公益財団法人　日
本フィットネス協会認定アクアダンスエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アクアダ
ンスエクササイズベーシックインストラクター・（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

愛知県 幸田 Ｋ・Ｒ ㈱パシフィックスポーツクラブ 愛知県

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
益財団法人　日本フィットネス協会認定アクアウォーキングエクササイズインストラクター・公益財団法
人　日本フィットネス協会認定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・ミズノ株式
会社MIZUNOアクアベーシック認定インストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アク
アダンスエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定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・（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

愛知県 卒業程度認定試験 Ｙ・Ｔ （福）たんぽぽ福祉会たんぽぽ菱野の里 愛知県
厚生労働省介護職員初任者研修・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・東京
都健康長寿医療センター認定介護予防運動指導員・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
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愛知県 桜丘 Ｙ・Ｋ ロングウッドスポーツクラブ 愛知県
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・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　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成
認定講習・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・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・専門士

愛知県 三好 Ｉ・Ａ アイレクススポーツライフ㈱ 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定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・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

愛知県 山田 Ｉ・Ｃ ㈱クリエイティブサポート 岡山県

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・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　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic 
Certificate・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・社団法人　国際ホリスティックセラピー協会認
定チャイルドボディセラピスト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・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・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・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

愛知県 至学館 Ａ・Ｙ ㈱アクトス 岐阜県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益財団法人　日本テニス協会公認C
級審判員・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・公益財団法人　日本テニス協会公認テニス教師・専門士

愛知県 至学館 Ｉ・Ｙ ㈱ベネッセスタイルケア 東京都
厚生労働省介護職員初任者研修・日本医師会心肺蘇生法・日本赤十字社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

愛知県 若宮商業 Ｏ・Ａ ㈱パシフィックスポーツクラブ 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アクアウォーキングエク
ササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定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・ミズノ株式会社MIZUNOアクアベーシック認定インストラクター・公益財団法人　日本フィット
ネス協会認定アクアダンスエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アクアダンス
エクササイズベーシックインストラクター・（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

愛知県 若宮商業 Ｎ・Ｍ ㈱中日ドラゴンズ 愛知県

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・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　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成
認定講習・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・公益財団法人　日本フィットネス協会認定エアロビックダンスエクササイズインスト
ラクター・専門士

愛知県 春日井工業 Ｓ・Ｔ ㈱雲水 愛知県
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・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・（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

愛知県 小牧工業 Ｋ・Ｔ ロングウッドスポーツクラブ 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益財団法人　日本テニス協会公認C
級審判員・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

愛知県 松平 Ｈ・Ｒ ㈱ベネッセスタイルケア 東京都
厚生労働省介護職員初任者研修・日本医師会心肺蘇生法・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・（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

愛知県 瀬戸西 Ｈ・Ｍ セントラルスポーツ㈱ 東京都
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・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　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成
認定講習・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

愛知県 西陵 Ｍ・Ｓ スポーツコミュニティ㈱ 神奈川県

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・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　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養
成認定講習・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・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・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・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・専門士

愛知県 誠信 Ｔ・Ｈ ㈱スポーツマックス 愛知県
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・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・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

愛知県 誠信 Ｙ・Ａ ㈱東祥 愛知県
PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・公益財団法人　日本フィットネス協会認定エ
アロビックダンスエクササイズインストラクター・（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

愛知県 足助 Ｙ・Ｋ アイレクススポーツライフ㈱ 愛知県

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・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・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコ
ン技能検定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・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・シナプソロジーインストラクター・専門士
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愛知県 大同大学大同 Ｈ・Ｒ ㈱ヴィアティン三重ファミリークラブ 三重県
一般社団法人　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・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・専門士

愛知県 中部大学第一 Ｔ・Ｋ ミズノスポーツサービス㈱ 大阪府
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・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・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・専門士

愛知県 東邦 Ｔ・Ｒ ㈱K＆E 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アクアウォーキングエク
ササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定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・ミズノ株式会社MIZUNOアクアベーシック認定インストラクター・公益財団法人　日本フィット
ネス協会認定アクアダンスエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アクアダンス
エクササイズベーシックインストラクター・（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

愛知県 同朋 Ｏ・Ｅ はなみずき整形外科スポーツクリニック 愛知県
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・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・
専門士

愛知県 同朋 Ｏ・Ｆ スポーツコミュニティ㈱ 神奈川県
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

愛知県 半田商業 Ｋ・Ｕ ㈱ドームユナイテッド 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・JCCAベーシックインストラクター・日
本赤十字社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

愛知県 半田商業 Ｙ・Ｎ ㈱バロー 岐阜県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・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・専門士

愛知県 碧南 Ｓ・Ｍ ㈱コパン 岐阜県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アクアウォーキングエク
ササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定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・ミズノ株式会社MIZUNOアクアベーシック認定インストラクター・公益財団法人　日本フィット
ネス協会認定アクアダンスエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アクアダンス
エクササイズベーシックインストラクター・（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

愛知県 豊田大谷 Ｋ・Ｓ スポーツコミュニティ㈱ 神奈川県
PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H 
Play Fitness Certificate・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

愛知県 名古屋国際 Ｎ・Ｋ ㈱ゴールドウイン 東京都
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・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・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・専門士

愛知県 木曽川 Ａ・Ａ ㈱イトマンスイミングスクール 東京都

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・公益財団法人　日本水泳連盟公認基礎水泳指導員　合格・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・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定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・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アクアウォーキ
ングエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定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・ミズノ株式会
社MIZUNOアクアベーシック認定インストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アクアダンスエクササイズインストラクター・公益財団法人　
日本フィットネス協会認定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・（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

岐阜県 羽島 Ｉ・Ｔ ㈲浅和土木 岐阜県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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

岐阜県 可児工業 Ｎ・Ｓ ㈱平針スイミングスクール 愛知県
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・（公財）健康・体力
づくり事業財団認定健康運動実践指導者・シナプソロジーインストラクター・専門士

岐阜県 各務原 Ｙ・Ｙ ㈱コメダ 愛知県
公益財団法人　日本テニス協会公認C級審判員・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・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

岐阜県 関有知 Ｙ・Ｉ アイレクススポーツライフ㈱ 愛知県
PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・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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岐阜県 岐阜聖徳学園大学附属 Ｍ・Ｅ ㈱テニスラウンジ 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益財団法人　日本テニス協会公認C
級審判員・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・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

岐阜県 岐阜総合学園 Ｍ・Ｓ スポーツコミュニティ㈱ 神奈川県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・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・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

岐阜県 郡上 Ｋ・Ｎ ㈱ホンダカーズ岐阜 岐阜県
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・一般社団法人　日本コミュニケー
ション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・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・専門士

岐阜県 郡上 Ｋ・Ｍ つるやゴルフ㈱ 岐阜県
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・一般社団法人　日本コミュニケー
ション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・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・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・専門士

岐阜県 恵那農業 Ｎ・Ｋ ㈱ベネッセスタイルケア 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・専門士

岐阜県 大垣工業 Ｈ・Ｓ ㈱コパン 岐阜県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・JCCAベーシックインストラクター・日
本赤十字社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・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

岐阜県 大垣商業 Ａ・Ｊ ㈱パシフィックスポーツクラブ 愛知県

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・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・公益財団法人　日本フィッ
トネス協会認定アクアウォーキングエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アクアウォーキ
ングエクササイズベーシックインストラクター・ミズノ株式会社MIZUNOアクアベーシック認定インストラクター・公益財団法
人　日本フィットネス協会認定アクアダンスエクササイズインストラクター・公益財団法人　日本フィットネス協会認定アクア
ダンスエクササイズベーシックインストラクター・（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

岐阜県 大垣養老 Ｏ・Ｍ ㈱ホンダカーズ岐阜 岐阜県
PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・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・専門士

岐阜県 大垣養老 Ｋ・Ｕ ㈱オッシュマンズ・ジャパン 愛知県
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・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・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・専門士

岐阜県 飛騨高山　岡本校舎 Ｓ・Ｎ 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・一般社団法人　日本コミュニケーショ
ン教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・公益財団法人　日本フィットネス協会認定エアロ
ビックダンスエクササイズインストラクター・（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

岐阜県 揖斐 Ｈ・Ｔ ㈱ウイング 岐阜県
PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・一般社団法人　日本コミュニケーション教育協会
野外活動コーチ養成認定講習・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

静岡県 湖西 Ｋ・Ｍ サーラスポーツ㈱ 静岡県
公益財団法人　日本テニス協会公認テニス教師・公益財団法人　日本テニス協会公認C級審判
員・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

静岡県 常葉大学附属菊川 Ｓ・Ｒ 遠鉄アシスト㈱ 静岡県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソ
コン技能検定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・（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

静岡県 浜松学院 Ｋ・Ｋ ㈱ベストライフ 東京都
厚生労働省介護職員初任者研修・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
コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定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・（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

静岡県 浜松商業 Ｔ・Ｙ 遠鉄アシスト㈱ 静岡県

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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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・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
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静岡県 浜松東 Ｋ・Ｈ ㈱mils 静岡県
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・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・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・専門士

静岡県 浜北西 Ｔ・Ｍ ㈱パシフィックスポーツクラブ 愛知県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・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

三重県 桑名北 Ｋ・Ｙ ㈱ベネッセスタイルケア 東京都
厚生労働省介護職員初任者研修・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・

（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

三重県 三重 Ｎ・Ｒ RIZAPグループ㈱ 東京都

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・
公益財団法人　日本フィットネス協会認定エアロビックダンスエクササイズインストラクター・（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

三重県 四日市メリノール学院 Ｏ・Ｈ コナミスポーツ㈱ 東京都 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・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

長野県 梓川 Ｕ・Ｔ NEXT GYM TOKYO 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・（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

滋賀県 能登川 Ｏ・Ｓ ㈱コパン 岐阜県

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・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・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・日本コンピュータ能力教
育協議会パソコン技能検定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・（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

11

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

健康スポーツ科（現：スポーツインストラクター科）

名古屋リゾート＆スポーツ専門学校　2020



愛知県 愛知工業 Ｓ・Ｔ 愛知たいようの杜 愛知県

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・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・一般
社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・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・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認
定社会福祉主事任用資格・専門士

愛知県 安城農林 Ｆ・Ｓ ㈱Splendore放課後等ディサービスLuce 愛知県

PADIエマージェンシー・ファーストレスポンス・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・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　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・厚生労働省認定保育士資格・文部
科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士

愛知県 菊華 Ｈ・Ｙ 中央有隣学院 愛知県

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・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・一般社団法人　日本こどもフィット
ネス協会6H Basic Certificate・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness 
Certificate・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・一般社団法人　スポーツ
リズムトレーニング協会DIFFUSER・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二
種免許（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士

愛知県 享栄 Ｏ・Ｍ 長円寺福祉会中村保育園 愛知県

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・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・一般社団法人　日本こど
もフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・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　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・厚生労働省認定保育士資
格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・
専門士

愛知県 犬山 Ｓ・Ａ ㈱LAVA International 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・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・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・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・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚
生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士

愛知県 誠信 Ｉ・Ｓ （学）三幸学園（就職） 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・PADIオープンウォーターダイバー・一般社団法人　
日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・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・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・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・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　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実
践指導者・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士

愛知県 南陽 Ｓ・Ｙ 名古屋厚生会館第一保育園 愛知県

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・一般社団
法人　日本こどもフィットネス協会6H Basic Certificate・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・一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H 
Play Fitness Certificate・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・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・厚生労働省認定保育
士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士

愛知県 日進西 Ｏ・Ｓ 日進旭丘幼稚園 愛知県

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・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・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・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省
認定社会福祉主事任用資格・専門士

愛知県 日本福祉大学付属 Ｍ・Ｍ ㈱ベストライフ 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・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・日本スポーツ教育協議会主催こども
運動指導者検定1級・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校
にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士

岐阜県 帝京大学可児 Ｓ・Ｙ 杉山第三学園鵜沼東保育所 岐阜県

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・
一般社団法人　日本こどもフィットネス協会6H Play Fitness Certificate・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・日本ス
ポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・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・厚生労働省認定保育士資格・文
部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士

岐阜県 東濃実業 Ｉ・Ｓ みどり幼稚園 岐阜県

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・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・
日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・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・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併
修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士

岐阜県 飛騨神岡 Ａ・Ｈ 天白福祉会めばえ保育園 愛知県

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・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・日
本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・一般社団法人　スポーツリズムトレーニン
グ協会DIFFUSER・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校に
て）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士

福井県 勝山 Ｓ・Ｋ ライクアカデミー㈱ 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・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定2級・日本スポーツ教育協議会主催こども
運動指導者検定1級・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・厚生労働省認定保
育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用
資格・専門士

長野県 阿南 Ｉ・Ｈ 名古屋キリスト教社会館 愛知県

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・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・一般社団法人　日本こどもフィットネ
ス協会6H Basic Certificate・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・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　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・厚
生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士

静岡県 常葉大学附属常葉 Ｙ・Ａ 第三ゆりかご保育所 静岡県

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・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1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・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園
教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省認定社会福祉主事任用資格・専門士
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県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

スポーツ保育科

名古屋リゾート＆スポーツ専門学校　2020



三重県 鈴鹿 Ｉ・Ｓ 大和学園福祉会せせらぎ保育園 愛知県

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・日本スポーツ教育協議会主催こども運動指導者検定1級・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・厚生労働省認定保育士資格・文部科学省認定幼稚園教諭二種免許（併修校にて）・厚生労働省
認定社会福祉主事任用資格・専門士
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県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

スポーツ保育科

名古屋リゾート＆スポーツ専門学校　2020



愛知県 愛知工業 Ｔ・Ｎ ㈱ニチイ学館 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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・
スポーツトレーナー検定ベーシック・専門士

愛知県 安城学園 Ｏ・Ｋ ㈱そら 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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・スポーツトレーナー検定ベーシック・専門士

愛知県 岡崎商業 Ｋ・Ｍ スポーツコミュニティ㈱ 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・一般社団法人　日本コミュニケー
ション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会
DIFFUSER・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・スポーツト
レーナー検定ベーシック・専門士

愛知県 海翔 Ｈ・Ａ ㈱エービーシー・マート 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導
者・スポーツトレーナー検定ベーシック・専門士

愛知県 岩倉総合 Ｓ・Ｋ めいえき美療院 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・一般社団法人　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・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・（公財）健康・体
力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・公益財団法人　日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー　合格・専門士

愛知県 菊華(愛知県：私立) Ｎ・Ｋ ㈱ハドル・スポーツクラブ 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・一般社団法人　スポーツリズムトレー
ニング協会DIFFUSER・専門士

愛知県 春日井工業 Ｙ・Ｔ ㈱ファクトリージャパングループ 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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・（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

愛知県 春日井商業 Ｋ・Ｍ ㈱シッククリエーション 愛知県

PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・一般社団法人　日本コミュニケーション教育協
会野外活動コーチ養成認定講習・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会
DIFFUSER・スポーツトレーナー検定ベーシック・専門士

愛知県 春日井東 Ｓ・Ｍ （医）鬼頭会 鬼頭整形外科スポーツクリニック 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

愛知県 小牧 Ｔ・Ｋ 総合病院南生協病院 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・日本赤十字社赤十
字救急法救急員・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・公益財団法人　日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー　合格・専門士

愛知県 松平 Ａ・Ｓ ㈱スポーツザディア 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・一般社団法人　日本コミュニケー
ション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・
一般社団法人　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・専門士

愛知県 瀬戸 Ｗ・Ｔ ㈱ファクトリージャパングループ 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・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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

愛知県 知多翔洋 Ｈ・Ｒ ㈱ジョイハンズ 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・一般社団法人　日本コミュニケー
ション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・専門士

愛知県 知立 Ｍ・Ｔ みどりクリニック 三重県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・一般社団法人　日本コミュニケーション教育協会野外活
動コーチ養成認定講習・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・日本赤十字
社赤十字救急法救急員・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・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・公益財団法人　日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー　合格・専門士

愛知県 中部大学第一 Ｋ・Ｈ メディカルフィットネス　ラ・サンテ 愛知県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・一般社団法人　日本コミュニケーション教育協会野外活
動コーチ養成認定講習・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・一般社
団法人　スポーツリズムトレーニング協会DIFFUSER・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・スポーツトレーナー検定ベーシック・専門士
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愛知県 東海学園 Ｋ・Ｔ ㈱フュービック 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・日本赤十字社赤十字救急法救急
員・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・
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・スポーツト
レーナー検定ベーシック・専門士

愛知県 東邦 Ａ・Ｙ ㈱スタッフサービス 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・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・スポーツトレーナー検定ベーシッ
ク・専門士

愛知県 半田商業 Ｋ・Ａ ふくだ整形外科骨粗しょう症スポーツクリニック 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・スポーツトレーナー検定ベーシック・専
門士

愛知県 豊橋南 Ｏ・Ｈ ㈱THINKフィットネス 東京都

（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・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・一般社団法人　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養
成認定講習・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・日本コン
ピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本赤十字社赤十字救急法救急員・スポーツト
レーナー検定ベーシック・専門士

愛知県 豊田東 Ｓ・Ｙ 鹿屋体育大学（進学） 鹿児島
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・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・日本赤十字社赤
十字救急法救急員・専門士

愛知県 名古屋経済大学高蔵 Ｔ・Ｋ ㈱ユニクロ 山口県
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・スポーツトレーナー検定ベーシック・
専門士

愛知県 名古屋大谷 Ｏ・Ｔ ㈱TOUGHLIFE 愛知県
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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

愛知県 誉 Ｎ・Ｓ ㈱THINKフィットネス 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・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・スポーツトレー
ナー検定ベーシック・専門士

岐阜県 海津明誠 Ｍ・Ｔ ㈱高田工業 岐阜県
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・日本赤十字社赤十字
救急法救急員・専門士

岐阜県 各務原 Ｙ・Ｒ ㈱コプロエンジニアード 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・スポーツトレーナー検定ベーシッ
ク・専門士

岐阜県 岐阜総合学園 Ｏ・Ａ フリーランストレーナー 愛知県

PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・
一般社団法人　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・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・日本赤十字
社赤十字救急法救急員・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・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・専門士

岐阜県 岐阜総合学園 Ｂ・Ｙ ㈱ファクトリージャパングループ 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・一般社団法人　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

岐阜県 大垣桜 Ｅ・Ｃ ㈱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・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・スポーツトレーナー検定ベーシック・
専門士

岐阜県 帝京大学可児 Ｉ・Ｒ ㈱フュービック 東京都

PHI　PilatesPHI　Pilates A.C.Ts・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・一般社
団法人　日本コミュニケーション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

岐阜県 土岐紅陵 Ｋ・Ｒ ㈱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・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・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts 
advance・（公財）健康・体力づくり事業財団認定健康運動実践指導者・日本赤十字社赤十字救急
法救急員・専門士
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三重県 伊勢学園 Ａ・Ｍ ㈱エービーシー・マート 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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・スポーツトレーナー検定ベーシック・専門士

三重県 久居農林 Ｕ・Ｋ ㈱MAHAROA 三重県
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・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・日本赤十字社赤十
字救急法救急員・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

三重県 四日市農芸 Ｉ・Ｍ ㈱ヴィアティン三重ファミリークラブ 三重県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・一般社団法人　日本コミュニケー
ション教育協会野外活動コーチ養成認定講習・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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

三重県 白子 Ｕ・Ｔ ㈱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・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・日本赤十字社赤
十字救急法救急員・専門士

三重県 鈴鹿 Ｋ・Ｍ フットセラピー㈱ 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・JCCAベーシックインストラクター・
日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士

長野県 蘇南 Ｍ・Ｔ ㈱フュービック 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・日本赤十字社赤十字救急法救急
員・専門士

長野県 飯田風越 Ｋ・Ｓ ㈱ノジマ 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・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・日本赤十字社赤十字救急法救急
員・専門士

富山県 水橋 Ｓ・Ｙ ㈱ファクトリージャパングループ 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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・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・PHI PilatesPHI Pilates A.C.Ts advance・（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

大阪府 春日丘 Ｉ・Ｓ たけだクリニック 愛知県
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・日本赤十字社赤十字救急法救急員・専門士
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