
千葉県 つくば松実　茂原学習センター Ｓ・Ｓ ㈱レッドネイルズ 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・NPO法
人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定初級・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNEC
ネイリスト技能検定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・公益財団法人　日本ネイ
リスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定2級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検
定中級・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定1級・NPO法人　日本ネ
イリスト協会JNAジェルネイル検定上級・NPO法人　日本ネイリスト協会ＪＮＡフットケア理論検定・専門士

千葉県 館山総合 Ｓ・Ｈ ㈱ザ・フォウルビ　ジェイエステティック 埼玉県
一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・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　日本ネイリスト検
定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・専門士

千葉県 京葉工業 Ｋ・Ｅ コスメーム㈱ 千葉県

日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定アドバンス・公益財団法人　日本ネイリスト検定
試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナ
ルカラーコーディネート検定ベーシック・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・一般
財団法人　京都きもの伝承文化協会花嫁着付け免許2級・一般社団法人　日本化粧品検定協会日本化
粧品検定3級・日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・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　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・専門士

千葉県 京葉 Ｍ・Ｍ ㈱三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ 東京都

日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定アドバンス・一般社団法人　日本カラーコーディ
ネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・一般社団法人　日本エステティック協会認
定フェイシャルエステティシャン・一般社団法人　日本化粧品検定協会日本化粧品検定3級・一般社団法人　
きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会花嫁着付け免許2級・
日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・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　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・専門士

千葉県 佐倉西 Ｍ・Ａ シャネル（同）新宿伊勢丹 東京都

日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定アドバンス・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センター
JNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検
定ベーシック・一般社団法人　日本エステティック協会認定フェイシャルエステティシャン・NPO法人　日本ネイリスト
協会JNAネイルサロン衛生管理士・一般社団法人　日本化粧品検定協会日本化粧品検定3級・一般社団法人　きもの
伝承文化協会花嫁着付け免許3級・日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・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　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・専門士

千葉県 佐倉南 Ｗ・Ａ 写真の森シルフィー 千葉県

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定アドバンス・公益財団法人　日本ネイ
リスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　日本化粧品検定協会日本
化粧品検定3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・一般財団法人　京都
きもの伝承文化協会花嫁着付け免許2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・専門士

千葉県 佐倉南 Ｓ・Ｍ エステココ土気店 千葉県
一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・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　日本ネイリスト検
定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・専門士

千葉県 鹿島学園　新鎌ケ谷キャンパス Ｔ・Ｃ スイート・ピア 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・公益社団法
人　日本アロマ環境協会アロマテラピー検定1級・一般社団法人　日本エステティック協会AEA上
級認定エステティシャン・一般社団法人　日本エステティック協会Ajesthe認定上級エステティシャ
ン・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　実務技能検定協会
サービス接遇検定2級・専門士

千葉県 秀明八千代 Ｍ・Ｍ ㈱ニューアート・ヘルス＆ビューティー　ラ・パルレ 東京都
公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　
きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・一般社団法人　日本エステティック協会AEA上級認定
エステティシャン・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
カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・専門士

千葉県 松尾（既卒） Ｉ・Ｍ 東京ビューティーアート専門学校（進学） 東京都

日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定アドバンス・一般社団法人　日本カラーコーディ
ネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・一般社団法人　日本エステティック協会認定
フェイシャルエステティシャン・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・一般社団法
人　日本化粧品検定協会日本化粧品検定3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会花嫁着付け免許2
級・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験セン
ターJNECネイリスト技能検定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・専門士

千葉県 成田北 Ｎ・Ｓ ㈱ニューアート・ヘルス＆ビューティー　ラ・パルレ柏店 東京都
一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・公益社団法人　
日本アロマ環境協会アロマテラピー検定1級・一般社団法人　日本エステティック協会AEA上級認
定エステティシャン・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

千葉県 千葉経済大学附属 Ｕ・Ｍ ㈱マリークワントコスメチツクスジヤパン 東京都

日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定アドバンス・公益財団法人　日本ネイリス
ト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター
協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・一般社団法人　日本化粧品検定協会日本
化粧品検定3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・一般財団法人　京都
きもの伝承文化協会花嫁着付け免許2級・日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検
定ベーシック・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

千葉県 千葉南 Ｉ・Ｎ 東京ビューティーアート専門学校（進学） 東京都

NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・一般社団法人　日本カラーコー
ディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・公益財団法人　日本ネイリス
ト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・公益社団法人　日本アロマ環境協会アロマテ
ラピー検定1級・一般社団法人　日本エステティック協会AEA上級認定エステティシャン・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

千葉県 千葉明徳 Ｈ・Ａ スイート・ピア 東京都
一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般財団法人　
京都きもの伝承文化協会花嫁着付け免許2級・一般社団法人　日本エステティック協会AEA上級
認定エステティシャン・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

千葉県 千葉黎明 Ｉ・Ａ ㈱iDA 東京都
公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・日本トータルメイ
クアップ協会トータルメイクアップ検定アドバンス・一般社団法人　日本カラーコーディネーター
協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・日本トータルメイクアップ協会トータルメイ
クアップ検定ベーシック・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・専門士
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トータルビューティー科

千葉ビューティー＆ブライダル専門学校　2020



千葉県 匝瑳 Ｋ・Ｋ スイート・ピア 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・公益社団法人　
日本アロマ環境協会アロマテラピー検定1級・一般社団法人　日本エステティック協会AEA上級認
定エステティシャン・一般社団法人　日本エステティック協会Ajesthe認定上級エステティシャン・
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

千葉県 袖ヶ浦（既卒） Ｓ・Ａ ㈱アルビオン 東京都

日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定アドバンス・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネ
イリスト技能検定3級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・一般
社団法人　日本化粧品検定協会日本化粧品検定3級・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・一般社団法人　
きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会花嫁着付け免許2級・日本トータルメイクアッ
プ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・一般社団法人　日本エステティック協会認定フェイシャルエステティシャン・NPO法
人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・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

千葉県 拓殖大学紅陵 Ｍ・Ｔ ㈱iDA 東京都

日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定アドバンス・一般社団法人　日本カラー
コーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・一般社団法人　きもの伝
承文化協会花嫁着付け免許3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会花嫁着付け免許2級・
日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・公益財団法人　日本ネイリス
ト検定試験センターJNECネイリスト技能検定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・専門士

千葉県 銚子商業 Ｉ・Ｓ ㈱エキップ 東京都

日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定アドバンス・公益財団法人　日本ネイリス
ト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　日本エステティック協会認定
フェイシャルエステティシャン・日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシッ
ク・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会花嫁着付け免許2級・一般社団法人　きもの伝承文
化協会花嫁着付け免許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・一般社団
法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・専門士

千葉県 土気 Ｙ・Ｒ 東京ビューティーアート専門学校（進学） 東京都

日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定アドバンス・一般社団法人　日本カラーコーディ
ネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・一般社団法人　日本エステティック協会認
定フェイシャルエステティシャン・一般社団法人　日本化粧品検定協会日本化粧品検定3級・一般社団法人　
きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会花嫁着付け免許2級・
日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・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　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・専門士

千葉県 土気 Ｕ・Ｋ ㈱ニューアート・ヘルス＆ビューティー　ラ・パルレ錦糸町店 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・一般社団法人　日本エステティック協会AEA上級認定エステティシャン・一般社団法人　日本
化粧品検定協会日本化粧品検定3級・一般社団法人　日本エステティック協会Ajesthe認定上級
エステティシャン・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定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・専門士

千葉県 土気 Ｋ・Ｓ ㈱ニューアート・ヘルス＆ビューティー　ラ・パルレ新宿店 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益社団法人　日本アロマ環境協会アロマテラピー検定1級・一般社団法人　日本エステ
ティック協会AEA上級認定エステティシャン・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　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・公益財団
法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・専門士

千葉県 土気 Ｙ・Ｒ 東京ビューティーアート専門学校（進学） 東京都

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定2級・一般社団法人　日本カ
ラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・NPO法人　日本ネイリスト協
会JNAジェルネイル検定初級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・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　日本ネイリスト検定試験センターJNECネ
イリスト技能検定3級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・NPO法人　日本ネイリ
スト協会JNAジェルネイル検定上級・NPO法人　日本ネイリスト協会ＪＮＡフットケア理論検定・専門士

千葉県 東海大学付属市原望洋 Ａ・Ｙ シャネル（同） 東京都

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　
日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・一般社団法人　
日本化粧品検定協会日本化粧品検定3級・一般社団法人　日本エステティック協会認定フェイシャ
ルエステティシャン・日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・一般社団
法人　きもの伝承文化協会花嫁着付け免許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・専門士

千葉県 東京学館船橋 Ｓ・Ｍ ㈱EARTH．稲毛海岸店 千葉県
公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　
日本エステティック協会AEA上級認定エステティシャン・一般社団法人　日本カラーコーディネー
ター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・専門士

千葉県 東葉 Ｓ・Ｒ 東京ビューティーアート専門学校（進学） 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・一般社団法人　日本化粧品検定協会日本化粧品検定3級・一般社団法人　きもの伝承文化協
会花嫁着付け免許3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会花嫁着付け免許2級・日本トータ
ルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・日本トータルメイクアップ協会トータルメ
イクアップ検定アドバンス・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能
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・専門士

千葉県 日本航空（既卒） Ｋ・Ｔ 東京ビューティーアート専門学校（進学） 東京都
一般社団法人　日本化粧品検定協会日本化粧品検定1級・公益財団法人　日本英語検定協会実
用技能英語検定・日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・公益財団法
人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定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・専門士

千葉県 飛鳥未来　千葉キャンパス Ｎ・Ｓ 東京ビューティーアート専門学校（進学） 東京都

日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定アドバンス・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験セン
ターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネー
ト検定ベーシック・一般社団法人　日本エステティック協会認定フェイシャルエステティシャン・NPO法人　日本ネイ
リスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・一般社団法人　日本化粧品検定協会日本化粧品検定3級・一般社団法人　
きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会花嫁着付け免許2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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・専門士

千葉県 明聖 Ｙ・Ｍ ㈱ポーラ　千葉中央店 千葉県
一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益社団法人　日本アロマ環境協会アロマテラピー検定1級・一般社団法人　日本エステ
ティック協会AEA上級認定エステティシャン・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センター
JNECネイリスト技能検定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・専門士

千葉県 明聖 Ｍ・Ｈ ㈱KSP　oznail錦糸町店 東京都

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定2級・一般社団法人　日本カラーコーディ
ネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定
初級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・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　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・NPO法人　日本ネイリスト
協会JNAジェルネイル検定中級・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定1級・NPO
法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定上級・NPO法人　日本ネイリスト協会ＪＮＡフットケア理論検定・専門士
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千葉県 木更津総合 Ｓ・Ｈ エフ・ジー・ジェイ㈱ フルーツギャザリング 東京都
日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・日本トータルメイクアップ協会
トータルメイクアップ検定アドバンス・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナ
ルカラーコーディネート検定ベーシック・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNEC
ネイリスト技能検定3級・専門士

千葉県 木更津総合 Ｔ・Ｙ エフ・ジー・ジェイ㈱ 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・一般社団法人　日本化粧品検定協会日本化粧品検定3級・日本トータルメイクアップ協会トー
タルメイクアップ検定アドバンス・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・日本
トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・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　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能
検定3級・専門士

千葉県 木更津総合 Ｍ・Ａ フリーネイリスト

NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定初級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管
理士・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定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・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベー
シック・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定2級・NPO法人　日本ネイリスト協
会JNAジェルネイル検定中級・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定1級・NPO法
人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定上級・NPO法人　日本ネイリスト協会ＪＮＡフットケア理論検定・専門士

千葉県 木更津東 Ｗ・Ａ ㈱コーセー　JILLSTUART 東京都

日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定アドバンス・一般社団法人　日本カラーコーディ
ネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・一般社団法人　日本化粧品検定協会日本化
粧品検定3級・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法
人　きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会花嫁着付け免許2
級・日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・一般社団法人　日本エステティック
協会認定フェイシャルエステティシャン・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

千葉県 木更津東 Ｓ・Ａ 東京ビューティーアート専門学校（進学） 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・NPO
法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定初級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン
衛生管理士・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　日本ネイリスト検
定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネ
イリスト技能検定2級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・NPO法人　日本ネイ
リスト協会JNAジェルネイル検定上級・NPO法人　日本ネイリスト協会ＪＮＡフットケア理論検定・専門士

茨城県 麻生 Ｙ・Ｒ エフ・ジー・ジェイ㈱ フルーツギャザリング 東京都
一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・日本トータルメイクアップ協会トータル
メイクアップ検定ベーシック・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　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・専門士

その他 既卒 Ｎ・Ｎ TBCグループ㈱ 東京都
一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益社団法人　日本アロマ環境協会アロマテラピー検定1級・一般社団法人　日本エステ
ティック協会AEA上級認定エステティシャン・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センター
JNECネイリスト技能検定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・専門士
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千葉県 愛国学園大学附属四街道 Ｓ・Ｒ ㈱ゼントクコーポレーション 東京都

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　きもの伝承
文化協会花嫁着付け免許3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会2級きもの講師免許・日本トータル
メイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレン
ジメント・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2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・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

千葉県 横芝敬愛 Ｈ・Ｍ ㈲さわだ貸衣裳店　ブライダルアビエ 千葉県
公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　
きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワー
アレンジメント・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・専門士

千葉県 館山総合 Ｓ・Ｒ ㈱ジョイフルまるやま 東京都

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　
きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会2級きもの講
師免許・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社団法人　日本カラー
コーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・公益財団法人　実務技能
検定協会サービス接遇検定2級・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジ
メント・専門士

千葉県 九十九里 Ｏ・Ｎ ㈱ファインスタッフ 千葉県

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　日本ネイリ
スト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3
級きもの講師免許・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会2級きもの講師免許・一般社団法人　
日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・公益財団法人　
実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダ
ルコーディネート技能検定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・専門士

千葉県 桜林 Ｈ・Ｍ ㈱リライブ美容室Wiz四街道店 千葉県
日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　日本ネイリ
スト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3
級きもの講師免許・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会2級きもの講師免許・専門士

千葉県 市原緑 Ｓ・Ｍ ㈱サンパティック 千葉県

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　
きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会2級きもの講
師免許・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・日本ウェディング・ブライダ
ル協会ブライダルフラワーアレンジメント・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パー
ソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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

千葉県 生浜 Ｋ・Ｒ 東京ビューティーアート専門学校（進学） 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　きもの伝承文化協会
花嫁着付け免許3級・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定
3級・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・一般財団法人　京都
きもの伝承文化協会2級きもの講師免許・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パー
ソナルカラーコーディネート検定ベーシック・専門士

千葉県 千葉敬愛 Ｆ・Ｍ ㈱一家ダイニング 千葉県

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化
協会3級きもの講師免許・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会2級きもの講師免許・一般社団法人　日本カラー
コーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロ
ン衛生管理士・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益社団法人　日本ブライダル
文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定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・専門士

千葉県 千葉経済大学附属 Ｋ・Ｋ ㈱サニーテーブル　CASITA 東京都

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般財団法人　京都きもの
伝承文化協会3級きもの講師免許・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会2級きもの講師免許・公益財団
法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理
士・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・一般社団法人　日本カラーコーディ
ネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会
ブライダルコーディネート技能検定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・専門士

千葉県 千葉経済大学附属 Ｔ・Ｓ ㈱アンズガーデン 千葉県

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師免許・一般財団法人　
京都きもの伝承文化協会2級きもの講師免許・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・
一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・NPO法人　
日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレ
ンジメント・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

千葉県 千葉県安房西 Ｓ・Ｍ エフ・ジー・ジェイ㈱ 東京都

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般財団法人　
京都きもの伝承文化協会2級きもの講師免許・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイク
アップ検定・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・一般社団法人　
日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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

千葉県 富里 Ｈ・Ｍ ㈱扶桑　桂由美フランチャイズブライダルハウスつくば 茨城県

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定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・一般社団法人　き
もの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師免許・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会2級きもの
講師免許・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　
実務技能検定協会サービス接遇検定2級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラ
ワーアレンジメント・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

千葉県 木更津総合 Ｈ・Ａ ㈱ネスパ・ディディ 東京都

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般財団法人　
京都きもの伝承文化協会2級きもの講師免許・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接
遇検定3級・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益社団法人　
日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

千葉県 木更津総合 Ｇ・Ｈ ㈱ゼントクコーポレーション 東京都

一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・日本ウェディング・ブライダル協会ブ
ライダルフラワーアレンジメント・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカ
ラーコーディネート検定ベーシック・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会2級きもの講師免
許・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師免許・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

千葉県 木更津総合 Ｔ・Ｙ ㈱写楽館 千葉県

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定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・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付け免許
3級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベー
シック・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会2級きもの講師免許・一般財団法人　京都きも
の伝承文化協会3級きもの講師免許・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレ
ンジメント・専門士
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千葉県 木更津総合 Ｍ・Ｙ ㈱エフ・ディ・シィ・フレンズ 東京都

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　日本ネイリ
スト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着
付け免許3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師免許・一般財団法人　京都
きもの伝承文化協会2級きもの講師免許・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検
定・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

千葉県 木更津総合 Ｙ・Ｔ As-meエステール㈱ 東京都
公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般財団法人　
京都きもの伝承文化協会3級きもの講師免許・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会2級きも
の講師免許・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検
定ベーシック・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・専門士

千葉県 木更津東 Ｉ・Ｎ 東京ビューティーアート専門学校（進学） 東京都

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定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・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3
級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師免許・一般財団法人　京都きもの伝
承文化協会2級きもの講師免許・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般
社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・日
本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・専門士

北海道 北海道伊達 Ｔ・Ｋ ㈱星野リゾート 長野県

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定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・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付け免許3級・一般財団法人　京都き
もの伝承文化協会2級きもの講師免許・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・日本ウェ
ディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協
会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディ
ネーター・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｓ ㈱C・B・H 千葉県

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会2級きも
の講師免許・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・公益財団法人　実
務技能検定協会サービス接遇検定2級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・公益社団法人　日本ブライ
ダル文化振興協会アソシエイト・ブライダル・コーディネータ-認定試験・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会アソシエイト・
ブライダル・コーディネータ-認定試験・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益社団法人　日本
ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定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・専門士
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