
大阪府 羽衣学園 Ｔ・Ｍ 株式会社セントメディア 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

大阪府 近畿大学附属 Ｗ・Ｍ 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・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）・専門士称号

大阪府 向陽台 Ｓ・Ｎ 株式会社ザ・ビッグスポーツ 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・JAFA AQWI・専門士称号

大阪府 高石 Ｓ・Ｍ 株式会社オージースポーツ 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・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・フィットネスクラブマネジメント検定　３級・専門士称号

大阪府 阪南大学 Ｋ・Ｈ 株式会社雲水 愛知県 キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメ
ント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 堺上 Ａ・Ａ 株式会社ホビーライフ 大阪府
こども運動指導者２級・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　
モチベーションマネージャー資格エントリー・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技
能検定 3 級・専門士称号

大阪府 堺西 Ａ・Ｓ 合同会社 PVH ジャパン 佐賀県 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

大阪府 山田 Ｈ・Ｈ 株式会社ベンチャーバンク 大阪府
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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3
級・専門士称号

大阪府 四條畷学園 Ｓ・Ｈ 株式会社ジェイエスエス 大阪府 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・JAFA AQWI・専門士称号

大阪府 柴島 Ｏ・Ａ JSC SAKAI 大阪府
健康運動実践指導者・キッズリーダー・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）・日本コンピュータ能力教育協議会　
パソコン技能検定 3 級・専門士称号

大阪府 西成 Ｓ・Ｋ マック体操クラブ 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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技
能検定 3 級・専門士称号

大阪府 西成 Ｗ・Ｋ RIZAP 株式会社 大阪府
健康運動実践指導者・キッズリーダー・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・フィット
ネスクラブマネジメント検定　３級・専門士称号

大阪府 千里青雲 Ｋ・Ｍ 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　エマージェンシー・オキシジョン・プ
ロバイダー・PADI　オープンウォーターダイバー・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・キッズリーダー・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・潜水士・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

大阪府 宣真 Ｋ・Ｍ ライフスポーツ KTV 石橋 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・JAFA AQWI・専門士称号

大阪府 泉大津 Ｓ・Ｎ 株式会社ルネサンス 大阪府
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　モチベーションマネージャー資格エントリー・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・専門士称号

大阪府 大冠 Ａ・Ｓ 株式会社ティップネス 大阪府
健康運動実践指導者・こども運動指導者２級・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネ
ジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・自然体験活動指導者（ＮＥ
ＡＬ）・専門士称号

大阪府 大阪学院大学 Ｈ・Ｙ 株式会社ポラリス 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・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士称号

大阪府 大阪学芸 Ｆ・Ｙ 株式会社ベンチャーバンク 兵庫県
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・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 大阪学芸 Ｙ・Ｔ 株式会社リフレッシュハンズ 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

大阪府 大阪学芸 Ｕ・Ｃ スポーツクラブ NAS 株式会社 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・専門士称号
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大阪府 大阪 Ｉ・Ｒ ゼビオ株式会社 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

大阪府 大阪 Ｏ・Ｒ 株式会社 NICO LINE 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

大阪府 大阪産業大学附属 Ｎ・Ｄ 有限会社エアルファースト 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・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士称号

大阪府 大阪電気通信大学 Ｍ・Ｊ 魁塾（格闘家） 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

大阪府 東住吉総合 Ｆ・Ｒ ミズノスポーツサービス株式会社 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・スポーツリズムトレーニング・専門士称号

大阪府 東百舌鳥 Ｎ・Ｋ 株式会社 ABC マート 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・専門士称号

大阪府 藤井寺 Ｏ・Ｙ マックスポーツ株式会社 大阪府
健康運動実践指導者・キッズリーダー・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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称
号

大阪府 日根野 Ｕ・Ｎ 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・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 飛鳥未来　大阪キャンパス Ｆ・Ｙ ZARA JAPAN 大阪府
健康運動実践指導者・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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

大阪府 飛鳥未来　大阪キャンパス Ｍ・Ｋ 株式会社ドリームファクトリー 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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技
能検定 3 級・専門士称号

大阪府 北摂つばさ Ｎ・Ｓ 株式会社　日本シューター 京都府
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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技
能検定 3 級・専門士称号

大阪府 枚方 Ｍ・Ｎ アスリート株式会社 大阪府
健康運動実践指導者・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　
モチベーションマネージャー資格エントリー・フィットネスクラブマネジメント検定　３級・
スポーツリズムトレーニング・専門士称号

大阪府 明浄学院 Ｋ・Ｙ 株式会社 linkworks 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・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士称号

大阪府 門真なみはや Ｉ・Ｎ 株式会社エポックスポーツクラブ 愛知県
健康運動実践指導者・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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

大阪府 門真西 Ｎ・Ｈ 株式会社 LAVA International 大阪府
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・日本コンピュータ能力教
育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

大阪府 淀川工科 Ｙ・Ｋ 有限会社　イーデス・スポーツクラブ 大阪府
こども運動指導者２級・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　
モチベーションマネージャー資格エントリー・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技
能検定 3 級・専門士称号

兵庫県 園田学園 Ｏ・Ｔ セントラルスポーツ株式会社 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・専門士称号

兵庫県 加古川南 Ｔ・Ｍ 株式会社やる気スイッチグループ 兵庫県
キッズリーダー・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）・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士
称号

兵庫県 高砂 Ｎ・Ａ ノアインドアステージ 兵庫県
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・日本コンピュータ能力教
育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

兵庫県 阪神昆陽 Ｓ・Ｎ 株式会社ベンチャーバンク 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号
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兵庫県 三田西陵 Ｏ・Ｗ 株式会社　東祥 大阪府
健康運動実践指導者・こども運動指導者２級・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネ
ジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本コンピュータ能力教育
協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

兵庫県 市立尼崎 Ｎ・Ｍ 星槎大学（進学） 大阪府
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専
門士称号

兵庫県 篠山産業 Ｙ・Ｔ 株式会社フュービック 大阪府
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　モチベーションマネージャー資格エントリー・自然体験活動指導者（ＮＥ
ＡＬ）・専門士称号

兵庫県 松陽 Ｎ・Ｓ 芸能活動 東京都 こども運動指導者２級・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　
モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

兵庫県 神戸常盤女子 Ｓ・Ｈ 株式会社　日本シューター 京都府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

兵庫県 神戸星城 Ｎ・Ｅ ミズノスポーツサービス株式会社 大阪府 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　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

兵庫県 淡路 Ｙ・Ｍ 神戸 YMCA 兵庫県 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・専門士称号

兵庫県 尼崎小田 Ｙ・Ｍ 株式会社 linkworks 大阪府
キッズリーダー・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・自然体験活動指導者（ＮＥＡ
Ｌ）・専門士称号

兵庫県 尼崎西 Ｔ・Ｋ 株式会社大和 兵庫県
キッズリーダー・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・自然体験活動指導者（ＮＥＡ
Ｌ）・専門士称号

兵庫県 尼崎北 Ｋ・Ｙ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 東京都
健康運動実践指導者・キッズリーダー・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）・日本コンピュータ能力教育協議会　
パソコン技能検定 3 級・専門士称号

兵庫県 播磨南 Ｍ・Ｙ モリス株式会社 兵庫県
健康運動実践指導者・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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

兵庫県 浜坂 Ｎ・Ｈ 株式会社 RAJA 京都府 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・専門士称号

兵庫県 武庫荘総合 Ｙ・Ａ 株式会社インターネットインフィニティー 大阪府
健康運動実践指導者・キッズリーダー・こども運動指導者２級・サービス接遇検定　３級・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本コン
ピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

兵庫県 宝塚東 Ｎ・Ｋ 株式会社トライル 愛知県
健康運動実践指導者・キッズリーダー・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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称
号

兵庫県 豊岡総合 Ｎ・Ｓ 株式会社アクトス 大阪府
健康運動実践指導者・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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

兵庫県 豊岡総合 Ｎ・Ｔ 幼児活動研究会株式会社 大阪府
健康運動実践指導者・キッズリーダー・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）・日本コンピュータ能力教育協議会　
パソコン技能検定 3 級・専門士称号

愛媛県 宇和 Ｆ・Ｙ ふじスポーツクラブ・フィッタ 高知県 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・専門士称号

愛媛県 今治東中等教育学校 Ｓ・Ｗ 一般職 愛媛県
健康運動実践指導者・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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

愛媛県 松山商業 Ｋ・Ｉ 株式会社　日本シューター 京都府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

愛媛県 新居浜南 Ｉ・Ｍ 社会福祉法人はぴねす福祉会 愛媛県 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）・専門士称号
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愛媛県 新田 Ｗ・Ｍ 株式会社　東祥 愛知県
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・日本コンピュータ能力教育協議会　
パソコン技能検定 3 級・専門士称号

奈良県 御所実業 Ｓ・Ｋ ゴールドジム　アルバイト 奈良県
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・専門士称号

奈良県 奈良朱雀 Ｕ・Ｋ 株式会社ティップネス 神奈川県
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・専門士称号

奈良県 奈良文化 Ｙ・Ｋ 株式会社　東祥 愛知県
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・専門士称号

奈良県 法隆寺国際 Ｔ・Ｈ 株式会社セラピット 奈良県 サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士称号

京都府 京都精華学園 Ｓ・Ｎ ダイブバディ　近江八幡店 滋賀県
PADI　OWSI（オープンウォータースクーバインストラクター）・PADI　エマージェンシー・オキシジョン・
プロバイダー・PADI　オープンウォーターダイバー・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・潜水士・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

京都府 京都両洋 Ｍ・Ｙ 学校法人専門学校大阪文化服装学院 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

京都府 西舞鶴 Ｓ・Ｋ 株式会社オージースポーツ 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・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）・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定
3 級・フィットネスクラブマネジメント検定　３級・専門士称号

岡山県 興譲館 Ｎ・Ｈ 株式会社共立メンテナンス 兵庫県
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　
モチベーションマネージャー資格エントリー・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・専門士称号

岡山県 玉野 Ｔ・Ｈ 株式会社セントメディア 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

徳島県 川島 Ｆ・Ｃ 株式会社 FEEL CONNECTION 大阪府 キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメ
ント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

徳島県 鳴門渦潮 Ｙ・Ｙ 株式会社アクトス 兵庫県 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）・専門士称号

香川県 高松東 Ｓ・Ｋ 株式会社象企画 フィットネスクラブまちけん 香川県
健康運動実践指導者・キッズリーダー・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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称
号

香川県 小豆島 Ｍ・Ｒ 株式会社オージースポーツ 大阪府 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・専門士称号

三重県 四日市農芸 Ｍ・Ｒ 株式会社 ABC マート 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・専門士称号

滋賀県 草津 Ｍ・Ｋ プーマ ジャパン株式会社 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・専門士称号

和歌山県 和歌山北 Ｔ・Ｉ 株式会社　東祥 和歌山県
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・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・専門士称号

島根県 開星 Ｏ・Ｙ 山陰アシックス工業株式会社 鳥取県 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　
モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

高知県 高知南 Ｏ・Ｋ ゼビオ株式会社 高知県 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・専門士称号

その他 大学生 Ｋ・Ａ コナミスポーツアンドライフ株式会社 大阪府
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・キッズリーダー・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）・日本コン
ピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号
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大阪府 みどり清朋 Ｍ・Ｔ 株式会社 La Queue 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・専門士称号

大阪府 みどり清朋 Ｍ・Ｙ 株式会社ループクエスト 大阪府 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　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 阿武野 Ｎ・Ｓ 株式会社 PURE BALANCE 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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

大阪府 茨田 Ｙ・Ｇ 株式会社フィットネス研究所 大阪府 サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協
会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 茨木西 Ｓ・Ｓ 株式会社ファクトリージャパングループ 大阪府
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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコ
ン技能検定 3 級・専門士称号

大阪府 学校法人東洋学園　長尾谷（難波校） Ｓ・Ｙ 株式会社ベルポスト 大阪府 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 興國 Ｏ・Ｙ フリーパーソナルトレーナー 大阪府 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 近畿情報高等専修学校 Ｋ・Ｔ River Field 株式会社 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

大阪府 向陽台 Ｎ・Ｍ JR 西日本ラグビー部レイラーズ 兵庫県 キッズリーダー・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・専門士称号

大阪府 好文学園女子 Ｈ・Ｍ 株式会社 RAJA 京都府
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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称
号

大阪府 港 Ｓ・Ｙ スポーツクラブ NAS 株式会社 東京都 ストレッチングトレーナーパートナー・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マ
ネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 高石 Ｍ・Ｒ ガンバ大阪堺サッカースクール 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・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 佐野工科 Ｋ・Ｙ 一般財団法人日本ﾎﾞﾃﾞｨセラピスト協会 大阪府 IHTA リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 四條畷学園 Ｍ・Ｍ リフレッシュハンズ株式会社 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

大阪府 四條畷学園 Ｔ・Ｍ フットセラピー株式会社 大阪府 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 四條畷学園 Ｋ・Ｎ 株式会社リフレッシュハンズ 大阪府 IHTA リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 鹿島学園　梅田キャンパス Ｔ・Ｔ 星槎大学（進学） 神奈川県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・スポーツトレーナーベーシック・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称
号

大阪府 柴島 Ｏ・Ｓ スレンズ 大阪府
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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称
号

大阪府 守口東 Ｔ・Ｙ R-FITNESS 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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称
号

大阪府 昇陽 Ｓ・Ｍ 株式会社グッドウェーブプロモーション 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・専門士称号
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大阪府 城東工科 Ｋ・Ｒ 株式会社 GROETH 大阪府
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・専門士称
号

大阪府 寝屋川 Ｈ・Ｔ 株式会社　東祥 鳥取県 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・専門士称号

大阪府 吹田東 Ｍ・Ｊ 株式会社 RAJA 京都府
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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

大阪府 吹田東 Ｓ・Ｍ 大阪体操クラブ 大阪府
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・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・
日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

大阪府 星翔 Ｙ・Ｙ グンゼ株式会社 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本
コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

大阪府 西寝屋川 Ｏ・Ｍ 株式会社フュービック 兵庫県
ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　
３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 千里青雲 Ｓ・Ｎ 株式会社　ファクトリージャパングループ 大阪府
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・ス
ポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 大冠 Ｏ・Ｋ マックスポーツ株式会社 大阪府
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・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称
号

大阪府 大阪学院大学 Ｋ・Ｒ パーソナルプライベートジム　AmBi 大阪府 サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協
会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 大阪 Ｕ・Ｓ パーソナルトレーニングジム　リアル 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・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 大阪産業大学附属 Ｆ・Ｎ 株式会社スタイル 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・専門士称号

大阪府 大阪市立 Ｋ・Ｍ 大阪ハイテクノロジー専門学校（進学） 大阪府
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・日本コンピュータ能力教育協議会　パ
ソコン技能検定 3 級・専門士称号

大阪府 大阪朝鮮高級学校 Ｋ・Ｋ 株式会社ループクエスト 大阪府 ストレッチングトレーナーパートナー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 大阪府教育センター付属 Ｉ・Ｓ 株式会社 PURE BALANCE 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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称
号

大阪府 長吉 Ｈ・Ｈ ブラジリアン柔道の指導 大阪府 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 長尾谷 Ｓ・Ｎ 株式会社 LAVA International 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・専門士称号

大阪府 鶴見商業 Ｍ・Ｍ 40 ミニッツ 兵庫県
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・
キッズリーダー・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・専門士称号

大阪府 鶴見商業 Ｔ・Ｈ 医療法人大森整形外科 大阪府
介護予防運動指導員・IHTA リラクゼーションセラピスト・スポーツトレーナーベーシック・モ
チベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本コ
ンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

大阪府 帝塚山学院 Ｔ・Ｈ 星槎大学（進学） 神奈川県
健康運動実践指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本コン
ピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

大阪府 島本 Ｍ・Ｋ 株式会社ビーナス 大阪府
健康運動実践指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本コン
ピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号
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大阪府 東住吉総合 Ｄ・Ｙ 株式会社アシックスジャパン 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・日本コ
ンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

大阪府 東大阪大学柏原 Ｈ・Ｄ 株式会社ループクエスト 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

大阪府 東百舌鳥 Ｎ・Ｈ FOOP7 大阪府 健康運動実践指導者・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モ
チベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 東百舌鳥 Ｗ・Ｙ トータル　ボディデザイン　フィットネス　VADY 大阪府
健康運動実践指導者・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　
モチベーションマネージャー資格エントリー・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・専門士称号

大阪府 東淀川 Ｋ・Ｍ 株式会社 INSPA 大阪府 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 柏原東 Ｓ・Ａ 加圧トレーニングスタジオ HUKATORE 大阪府 健康運動実践指導者・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベー
ション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 汎愛 Ｎ・Ｍ 株式会社リーガロイヤル 大阪府 サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協
会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 福井 Ｋ・Ｍ VERJUS SPA 大阪府
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・専門士称号

大阪府 北摂つばさ Ｍ・Ｓ 株式会社ループクエスト 大阪府 キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格
エントリー・専門士称号

大阪府 北摂つばさ Ｋ・Ｒ ホリデイスポーツクラブ 宮崎県
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・専門士称号

大阪府 北摂つばさ Ｆ・Ｙ ゼビオ株式会社 大阪府 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 北淀 Ｉ・Ｋ 株式会社カーブスジャパン 東京都 キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格
エントリー・専門士称号

大阪府 枚方なぎさ Ｆ・Ｋ 加圧トレーニングスタジオ POU 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・専門士称号

大阪府 箕面東 Ｅ・Ｋ 能勢体育館（指定管理） 大阪府
ストレッチングトレーナーパートナー・キッズリーダー・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
称号

大阪府 門真西 Ｔ・Ａ 株式会社ムートンスパ 大阪府 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 淀川工科 Ｋ・Ｔ 株式会社ループクエスト 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

大阪府 緑風冠 Ｙ・Ｙ さとう鍼灸接骨院 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

兵庫県 伊丹西 Ｍ・Ｋ 株式会社ガンバ大阪 大阪府 キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格
エントリー・専門士称号

兵庫県 園田学園 Ｋ・Ｍ 株式会社デコルテ 大阪府 サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協
会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

兵庫県 錦城 Ｓ・Ｋ 株式会社ベルポスト 大阪府
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・日本コン
ピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号
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兵庫県 香寺 Ｋ・Ｓ 株式会社関電アメニックス 大阪府
IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本コンピュータ能力教育協議会　
パソコン技能検定 3 級・専門士称号

兵庫県 阪神昆陽 Ｍ・Ｉ 宮嵜造園 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

兵庫県 三田松聖 Ｈ・Ｋ マック体操クラブ 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本
コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

兵庫県 山崎 Ｙ・Ｔ 株式会社サカイ引越センター 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・専門士称号

兵庫県 上郡 Ｈ・Ｓ 株式会社乗馬クラブクレイン 兵庫県 キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

兵庫県 神戸第一 Ｍ・Ｓ Ambi 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・専門士称号

兵庫県 神戸第一 Ａ・Ｋ 株式会社 ABC マート 大阪府
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

兵庫県 神戸龍谷 Ｙ・Ｃ 医療法人すずきクリニック 兵庫県 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・モチベー
ション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

兵庫県 西宮甲山 Ｍ・Ｔ マッスルプロダクション 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

兵庫県 川西明峰 Ｅ・Ｋ 株式会社カーブスジャパン 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

兵庫県 川西明峰 Ｋ・Ｓ 有限会社　イーデス・スポーツクラブ 兵庫県 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

兵庫県 淡路 Ｕ・Ｓ ミズノスポーツサービス株式会社 兵庫県 キッズリーダー・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・専門士称号

兵庫県 尼崎西 Ｓ・Ｔ 株式会社国輝堂　サントーク店 兵庫県 ストレッチングトレーナーパートナー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・専門士称号

兵庫県 尼崎西 Ａ・Ｅ 株式会社リーデン 兵庫県
JATI認定トレーニング指導者・IHTAリラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門
士称号

兵庫県 武庫荘総合 Ｂ・Ｋ Dr. トレーニング 東京都
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・キッズリーダー・サー
ビス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

京都府 つくば開成　京都校 Ｔ・Ｈ 株式会社サンミュージックアットタイムフィットネス堅田店 滋賀県 介護予防運動指導員・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・専門士称号

京都府 綾部 Ｏ・Ｔ 株式会社オリジンライフサポート 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

京都府 京都明徳 Ｍ・Ａ エルスポーツ株式会社 大阪府 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士称号

京都府 京都両洋 Ｋ・Ｒ ディッキーズ 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

京都府 京都両洋 Ｋ・Ｋ 株式会社阪急オアシス 大阪府 健康運動実践指導者・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号
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京都府 京都両洋 Ｔ・Ｙ 株式会社 KOGAO 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・専門士称号

京都府 福知山成美 Ｎ・Ｒ アバンティフットボールクラブ 大阪府 キッズリーダー・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・日本コンピュータ能力教育協議会　パソコン技能検定 3 級・専門士称号

愛媛県 宇和島東 Ｙ・Ｋ 株式会社フィットネス研究所 愛媛県
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・
専門士称号

愛媛県 宇和島東 Ｔ・Ｎ トータル　ボディデザイン　フィットネス　VADY 大阪府
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・専門士称号

愛媛県 松山聖陵 Ｔ・Ｈ 株式会社ベルポスト 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・専門士称号

愛媛県 新居浜南 Ｋ・Ｒ 株式会社 THINK フィットネス 愛媛県
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・専門士称号

愛媛県 東温 Ｓ・Ｓ アクバススポーツクラブ 大阪府
ストレッチングトレーナーパートナー・キッズリーダー・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
称号

愛媛県 北条 Ｍ・Ｍ 加圧スタジオ Lakshimi ＋ 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・専門士称号

奈良県 一条 Ｋ・Ｓ 奈良陸上クラブ 奈良県
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
称号

奈良県 天理 Ｔ・Ｋ River Field 株式会社 大阪府 IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント
協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

奈良県 添上 Ｏ・Ｊ ゼビオ株式会社　スポーツ事業部 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・専門士称号

奈良県 添上 Ｉ・Ｍ ミズノスポーツサービス株式会社 大阪府 IHTA リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・専門士称号

奈良県 法隆寺国際 Ｙ・Ｒ X-LARGE 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・専門士称号

鳥取県 倉吉北 Ｙ・Ｋ アイアンベース 鳥取県 ストレッチングトレーナーパートナー・キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会
公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

鳥取県 鳥取城北 Ｍ・Ｎ ボニート 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

鳥取県 鳥取城北 Ｓ・Ｙ ストレッチアップ 大阪府 キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格
エントリー・専門士称号

岡山県 岡山県作陽 Ｔ・Ｒ 株式会社アスリート 神奈川県 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

岡山県 創志学園 Ｋ・Ｔ 株式会社ランドウェル 東京都 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

岡山県 倉敷中央 Ｓ・Ａ 日の出ネットワークス 岡山県
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・日本コンピュータ能力教育協議会　
パソコン技能検定 3 級・専門士称号

香川県 観音寺中央 Ｏ・Ｋ 医療法人高仁会小山医院 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号
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香川県 高松中央 Ｋ・Ｍ エクササイズコーチジャパン株式会社 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・専門士称号

香川県 尽誠学園 Ｔ・Ｋ ゼビオ株式会社 香川県 キッズリーダー・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・専門士称号

滋賀県 光泉 Ｉ・Ａ BONITO パーソナルトレーニングジム 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・専門士称号

滋賀県 彦根総合 Ｋ・Ｒ 株式会社サップス 兵庫県 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

島根県 石見智翠館 Ｉ・Ｈ スレンズ 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

島根県 石見智翠館 Ｉ・Ａ アイン食品 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

鹿児島県 鹿児島実業 Ｍ・Ｒ 株式会社リフレッシュハンズ 大阪府 IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント
協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

鹿児島県 枕崎 Ｍ・Ｎ トータル　ボディデザイン　フィットネス　VADY 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・専門士称号

三重県 紀南 Ｏ・Ｒ 株式会社ビーナス 大阪府
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・専門士称号

和歌山県 粉河 Ａ・Ｈ 株式会社ファクトリージャパングループ 大阪府 ストレッチングトレーナーパートナー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・専門士称号

石川県 日本航空  能登空港キャンパス Ｄ・Ｒ ガンバ大阪堺サッカースクール 大阪府 キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

長野県 屋久島おおぞら　松本キャンパス Ｋ・Ｔ Ambi 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

広島県 東林館 Ｕ・Ｊ 株式会社ループクエスト 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・専門士称号

徳島県 徳島商業 Ｏ・Ｔ 株式会社グッドウェーブプロモーション 徳島県 サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士称号
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大阪府 金岡 Ｋ・Ｒ 社会福祉法人博光福祉会 大阪府
保育士・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・チャイルドボディセラピスト 3 級・
こども運動指導者２級・キッズリーダー・PADI　オープンウォーターダイバー・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・キッズレクリエー
ション・専門士称号・短期大学士

大阪府 交野 Ｙ・Ｍ 社会福祉法人愛育会あすなろこども園 大阪府
保育士・社会福祉主事任用資格・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・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・キッズレクリエー
ション・専門士称号・短期大学士

大阪府 交野 Ｋ・Ｔ 株式会社総合体育研究所 大阪府
保育士・社会福祉主事任用資格・こども運動指導者２級・キッズリーダー・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・キッズレクリエーショ
ン・専門士称号・短期大学士

大阪府 向陽台 Ｓ・Ｍ 社会福祉法人みおつくし福祉会 大阪府
保育士・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・チャイルドボディセラピスト 3
級・こども運動指導者２級・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・PADI　オープンウォーターダ
イバー・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・キッズレクリエーション・専門士称号・短期大学士

大阪府 大阪産業大学附属 Ｓ・Ｄ 社会福祉法人門真福祉会脇田こども学園 大阪府
保育士・社会福祉主事任用資格・キッズリーダー・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・キッズレクリエーション・専門士称号・短期大学
士

大阪府 箕面東 Ｙ・Ｆ 学校法人若竹学園千里幼稚園 大阪府
保育士・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・チャイルドボディセラピスト 3 級・
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　モチベーションマネージャー資格エントリー・キッズレクリエーション・専門士称
号・短期大学士

大阪府 明浄学院 Ｆ・Ｍ 学校法人青英学園青英幼稚園 大阪府
保育士・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・チャイルドボディセラピスト 3 級・
キッズリーダー・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・キッズレクリエーション・専門士称号・短期大学士

兵庫県 園田学園 Ｍ・Ｒ 認定こども園百合学院幼稚園 兵庫県
保育士・社会福祉主事任用資格・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　モチベーションマネージャー資格エント
リー・キッズレクリエーション・専門士称号・短期大学士

兵庫県 尼崎双星 Ｍ・Ｒ 株式会社テノコーポレーションほっぺるランド新高 大阪府
保育士・社会福祉主事任用資格・チャイルドボディセラピスト 3 級・モチベーション・マネジメ
ント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・キッズレクリエーション・専門
士称号・短期大学士

兵庫県 浜坂 Ｔ・Ｒ 一般財団法人日本ボディセラピスト協会 東京都
保育士・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・チャイルドボディセラピスト 3 級・
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　モチベーションマネージャー資格エントリー・キッズレクリエーション・専門士称
号・短期大学士

三重県 名張桔梗丘 Ｎ・Ｍ 社会福祉法人みおつくし福祉会 大阪府
保育士・社会福祉主事任用資格・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・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・キッズレクリエーション・専門士称号・
短期大学士
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大阪府 あべの翔学 Ｓ・Ａ リフレッシュハンズ株式会社 大阪府
JATI 認定トレーニング指導者・6H プレイフィットネス Certificate・キッズリーダー・サービ
ス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資
格エントリー・専門士称号

大阪府 茨田 Ｔ・Ｇ マック体操クラブ 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・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力
検定３級・専門士称号

大阪府 近畿情報高等専修学校 Ｆ・Ａ 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 東京都 PADI エマージェンシー・ファースト・レスポンス・サービス接遇検定　３級・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 向陽台 Ｓ・Ｍ くら寿司株式会社 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・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

大阪府 桜塚 Ｉ・Ｒ しばはら整形外科スポーツ関節クリニック 兵庫県
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・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・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

大阪府 山本 Ｋ・Ｍ 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・JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検
定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・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・
専門士称号

大阪府 守口東 Ｈ・Ｍ 有限会社リアル 大阪府 健康運動実践指導者・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モ
チベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 信太 Ｋ・Ｋ 株式会社ルネサンス 大阪府
健康運動指導員検定・JATI 認定トレーニング指導者・Kidbics Basic Certificate・キッズリー
ダー・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 吹田 Ｋ・Ｔ 株式会社ファクトリージャパングループ 大阪府
健康運動指導員検定・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

大阪府 星翔 Ｙ・Ｉ 株式会社グッドウェーブプロモーション 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・専門士称号

大阪府 摂津 Ｙ・Ｔ 株式会社アスリートビズ 大阪府
健康運動指導員検定・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・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・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

大阪府 泉大津 Ｅ・Ｍ 株式会社ベンチャーバンク 東京都
健康運動実践指導者・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・専門士称号

大阪府 大阪女子短期大学 Ｓ・Ｒ 株式会社リフレッシュハンズ 大阪府 キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 大阪体育大学浪商 Ｔ・Ｔ 株式会社ソフネットジャパン 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・専門士称号

大阪府 大阪偕星学園 Ｎ・Ｋ 株式会社ライジングスタイル 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

大阪府 大商学園 Ｋ・Ｋ NPO 法人 Heart Link Project 奈良県 サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 大商学園 Ｔ・Ｋ 整形外科せいのクリニック 大阪府 JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会
公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 長尾 Ｉ・Ｔ 医療法人はぁとふる運動器ケアしまだ病院 大阪府
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

大阪府 長野 Ｍ・Ｓ 株式会社リフレッシュハンズ 大阪府 健康運動実践指導者・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モ
チベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

大阪府 登美丘 Ｋ・Ｎ 渡辺接骨院 兵庫県
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・サービス接遇検
定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・専門士称号
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大阪府 東百舌鳥 Ｆ・Ｔ 株式会社ライブアシスト 大阪府
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・
専門士称号

大阪府 東淀川 Ｆ・Ｄ ミズノスポーツサービス株式会社 大阪府 健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 梅花 Ｆ・Ｓ 株式会社ルネサンス 大阪府 健康運動指導員検定・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モ
チベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 汎愛 Ｋ・Ｍ NPO 法人ゆうゆうスポーツクラブ海南 和歌山県
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・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・キッズリーダー・サービス接遇検定　３
級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・
パソコン技能能力検定３級・専門士称号

大阪府 汎愛 Ｓ・Ｈ 株式会社 ヨーケン社　ヨーケンスポーツクラブ 兵庫県
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称
号

大阪府 汎愛 Ｋ・Ｈ 株式会社グッドウェーブプロモーション 兵庫県
健康運動指導員検定・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　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士
称号

大阪府 美原 Ｔ・Ｓ 株式会社フュービック 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・専門士称号

大阪府 美原 Ｈ・Ｔ 株式会社ファクトリージャパングループ 東京都 キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 美原 Ｔ・Ｎ 関西医療専門学校 大阪府
（公財）日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・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・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・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

大阪府 北かわち皐が丘 Ｉ・Ｋ 株式会社トゥエンティーフォーセブン 大阪府
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・サービス接遇検
定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・専門士称号

大阪府 枚方津田 Ｎ・Ｋ バウムメディカルフィットネス倶楽部 大阪府 ストレッチングトレーナーパートナー・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメ
ント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 枚方津田 Ｆ・Ｔ 医療法人　社団彦星会　岩橋クリニック 大阪府
（公財）日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・健康運動実践指導者・サービス接遇
検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エン
トリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

大阪府 箕面東 Ｏ・Ｋ アイランド高槻スポーツクラブ 大阪府
JATI 認定トレーニング指導者・6H プレイフィットネス Certificate・キッズリーダー・サービ
ス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資
格エントリー・専門士称号

大阪府 門真なみはや Ｍ・Ｙ 幼児活動研究会株式会社 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・専門士称号

大阪府 門真なみはや Ｓ・Ｙ 株式会社ポロラルフローレンジャパン 大阪府 健康運動実践指導者・キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

大阪府 浪速 Ｎ・Ｔ ストレッチアップ 大阪府 キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格
エントリー・専門士称号

滋賀県 滋賀短期大学附属 Ｓ・Ｒ 株式会社ボディワークホールディングス 滋賀県 PADI エマージェンシー ･ ファースト・レスポンス・サービス接遇検定　３級・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

滋賀県 草津 Ｈ・Ｍ 株式会社ナズー 東京都
（公財）日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・健康運動実践指導者・サービス接遇
検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エン
トリー・専門士称号

滋賀県 草津 Ｏ・Ａ しお福 大阪府 ストレッチングトレーナーパートナー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・専門士称号

滋賀県 八幡 Ｔ・Ｒ YAGI SPORTS GYM 京都府
（公財）日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・健康運動実践指導者・健康運動実践
指導士・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号
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滋賀県 北大津 Ｙ・Ｔ ストレッチアップ 大阪府 キッズリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格
エントリー・専門士称号

京都府 宮津 Ｎ・Ｋ 株式会社サンメディカル 健康運動指導員検定・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モ
チベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

京都府 京都精華女子 Ｍ・Ｍ 株式会社リフレッシュハンズ 大阪府 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　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

京都府 京都八幡 Ｏ・Ｔ 株式会社リフレッシュハンズ 大阪府 健康運動実践指導者・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モ
チベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

京都府 京都両洋 Ｎ・Ｈ 日本鍼灸理療専門学校 東京都
（公財）日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・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・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメ
ント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

京都府 京都両洋 Ａ・Ｔ 三輪整形外科 兵庫県 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

兵庫県 県立西宮 Ｙ・Ｄ 西宮消防署 兵庫県
（公財）日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・健康運動実践指導者・JATI 認定ト
レーニング指導者・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

兵庫県 市立伊丹 Ｓ・Ａ 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・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

兵庫県 夙川学院 Ｋ・Ｋ 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・専門士称号

兵庫県 神戸第一 Ｍ・Ｙ 株式会社全日警 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・専門士称号

兵庫県 網干 Ｓ・Ｍ フィットネスクラブレフコ姫路店 兵庫県 サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士称号

徳島県 小松島西 Ｈ・Ｙ 株式会社カーブスジャパン 大阪府 健康運動指導員検定・キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

徳島県 川島 Ｈ・Ｗ RIZAP 株式会社 東京都
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・サービス接遇検
定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

徳島県 川島 Ｈ・Ｎ 特定医療法人 誠仁会 大久保病院 兵庫県
（公財）日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・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・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメ
ント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専
門士称号

愛媛県 宇和島東 Ｔ・Ｍ 西川整形外科リハビリクリニック 兵庫県
健康運動指導員検定・JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力
検定３級・専門士称号

愛媛県 聖カタリナ女子 Ｄ・Ｍ 株式会社 LIFE CREATE 京都府
健康運動指導員検定・JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・モチベーショ
ン・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力
検定３級・専門士称号

愛媛県 北条 Ｓ・Ｋ 整形外科なかむらクリニック 大阪府
（公財）日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・健康運動実践指導者・サービス接遇
検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エン
トリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

三重県 名張桔梗丘 Ｓ・Ｔ 株式会社フュービック 東京都
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・ストレッチングトレーナーパー
トナー・6H プレイフィットネス Certificate・Kidbics Basic Certificate・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・キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

三重県 名張 Ｏ・Ｃ 株式会社ウィンゲート 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・専門士称号

奈良県 添上 Ｅ・Ｍ 株式会社 La Queue 大阪府 健康運動指導員検定・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モ
チベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号
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奈良県 法隆寺国際 Ｋ・Ｋ 株式会社カーブスジャパン 大阪府
ストレッチングトレーナーパートナー・キッズリーダー・サービス接遇検定　３級・モチベー
ション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能
能力検定３級・専門士称号

和歌山県 和歌山東 Ｆ・Ｄ 防衛省・自衛隊 東京都
健康運動実践指導者・健康運動指導員検定・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・
専門士称号

青森県 三本木農業 Ｔ・Ｓ Dr. トレーニング 東京都
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・ストレッチングト
レーナーパートナー・6H プレイフィットネス Certificate・Kidbics Basic Certificate・キッ
ズリーダー・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

富山県 高岡商業 Ｎ・Ｋ 株式会社パーフェクトトレーナーズ 京都府
（公財）日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・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・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・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会
公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

福井県 福井商業 Ａ・Ｙ 合同会社 PVH ジャパン 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・専門士称号

鳥取県 鳥取城北 Ｍ・Ｓ 株式会社鳥取アベルクリニック 鳥取県 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

島根県 松江商業 Ｈ・Ｓ しばはら整形外科スポーツ関節クリニック 兵庫県
（公財）日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・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・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメ
ント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専
門士称号

広島県 三次青陵 Ｋ・Ｔ 株式会社フジ　スポーツ＆フィットネス 愛媛県
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・サービス接遇検
定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・パソコン技能能力検定３級・専門士称号

高知県 高知工業 Ｋ・Ｔ 関西医科専門学校 大阪府
（公財）日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・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・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメ
ント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検定３級・専
門士称号

沖縄県 八重山 Ｆ・Ｋ 株式会社ルネサンス 大阪府 JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会
公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士称号

その他 既卒 Ｋ・Ｙ 株式会社リーチ 大阪府 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

その他 社会人 Ｈ・Ｔ 幼児活動研究会株式会社 鹿児島県 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士称号

その他 大学入学資格検定 Ｕ・Ｈ 大阪医専（進学） 大阪府
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・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・モ
チベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・パソコン技能能力検
定３級・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティアリーダー研修会・専門士称号
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