
愛知県 ルネサンス豊田　＜通信制＞ Ｓ・Ｎ ヘアーエステサロン・シャイニング 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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
会きもの着付け免許3級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定初級・日本理容
美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・一般社団法人　きもの
伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 愛知みずほ大学瑞穂 Ｉ・Ｈ 美容室You 茨城県
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・一般社団法人　きもの伝承文化協
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働
省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 愛知啓成 Ｕ・Ｒ ㈱ZAZA 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・一般
社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門
士

愛知県 愛知朝鮮中高級学校 Ｐ・Ｒ ㈱イヴォークトーキョー 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
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働
省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 安城学園 Ｎ・Ｙ Neelu 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・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
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・専門士

愛知県 惟信 Ｉ・Ｍ ㈱Shin 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・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
会きもの着付け免許3級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 岡崎城西 Ｍ・Ｎ ROCAReTA FOR HAIR 京都府
公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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
会きもの着付け免許3級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 岩倉総合 Ｎ・Ｎ ㈱ふいるびい 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・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・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きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きも
の着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 岩倉総合 Ｋ・Ｎ Licoris 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省
美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 菊華 Ｉ・Ｊ ㈱TEN 愛知県
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・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　きもの伝承文化協
会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 桜花学園 Ｎ・Ｔ ㈱エイティーンインターナショナル 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省
美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 桜花学園 Ｍ・Ｃ ㈱シュリンプ 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省
美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 山田 Ｈ・Ｍ ㈱エアーエンターテイメント 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
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働
省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 修文女子 Ｍ・Ａ ㈱サムソン 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・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
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・日本理容
美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美容師国家
試験　合格・専門士

愛知県 春日井東 Ｍ・Ｅ ㈱Shin 愛知県
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・一般社団法人　きもの伝承文化協
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働
省美容師国家試験　合格・専門士
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愛知県 小牧 Ｔ・Ｍ ㈱大国屋　PEEK-A-BOO 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
会きもの着付け免許3級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 松蔭 Ｉ・Ｒ ㈱Lee 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省
美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 常滑 Ａ・Ｈ art-lover㈱ 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・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・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きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きも
の着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 瀬戸西 Ｔ・Ｃ ㈱Lond 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　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
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働
省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 瀬戸北総合 Ｋ・Ｋ art-lover㈱ 愛知県
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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・NPO法人　日本ネイリスト協会
JNAジェルネイル検定初級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労
働省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 成章 Ｈ・Ｍ ㈱エイティーンインターナショナル 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省
美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 聖カピタニオ女子 Ｙ・Ａ salon de Soleil 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省
美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 中川商業 Ｔ・Ｋ salon de Soleil 愛知県
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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・NPO法人　日本ネイリ
スト協会JNAジェルネイル検定初級・日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンション
Assistantdirector　合格・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・専門士

愛知県 東浦 Ｏ・Ｎ ピアス㈱ 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一般社団
法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・専門士

愛知県 同朋 Ｋ・Ａ hair make Rub 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省
美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 同朋 Ｍ・Ｍ art-lover㈱ 愛知県

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　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きもの着付け免
許3級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定初級・日本理容美容教育センター
ABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・一般社団法人　きもの伝承文化協会きも
の着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 半田農業 Ｓ・Ｈ ㈱バトリョ 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省
美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス＜通信制＞ Ｆ・Ｎ art-lover㈱ 愛知県
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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化
協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 碧南 Ａ・Ｈ COCO㈱ 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・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
会きもの着付け免許3級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定初級・日本理容
美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・一般社団法人　きもの
伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 豊川 Ｉ・Ｍ ㈱CLEAR 愛知県
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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化
協会きもの着付け免許2級・専門士
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愛知県 豊川 Ｋ・Ｒ ㈱フォルテ　フォルテ静岡OFFICE 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・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
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・専門士

愛知県 豊川 Ｓ・Ｒ ㈱CLEAR 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・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
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働
省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 豊川 Ｙ・Ｙ ㈱Shin 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省
美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 豊明 Ｉ・Ａ ㈱バトリョ 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・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
会きもの着付け免許3級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定初級・日本理容
美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・一般社団法人　きもの
伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 北 Ｏ・Ａ 美容室IU 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・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
会きもの着付け免許3級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定初級・日本理容
美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・一般社団法人　きもの
伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 名古屋商業 Ｔ・Ｙ ㈱エキップ 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・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
承文化協会きもの着付け免許3級・日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンション
Assistantdirector　合格・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 名古屋商業 Ｔ・Ｈ ㈱ラパンセ 愛知県
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・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　きもの伝承文化協
会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 緑丘 Ｋ・Ｙ Piche HAIR DESIGN 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・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
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働
省美容師国家試験　合格・専門士

岐阜県 羽島北 Ｉ・Ａ ㈱イーストハム 岐阜県

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きもの着付け免許3級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検
定初級・日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・一般
社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門
士

岐阜県 加茂 Ｓ・Ｍ DIVA DIVO 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省
美容師国家試験　合格・専門士

岐阜県 華陽フロンティア Ｎ・Ｙ ㈱Lond 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　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化
協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

岐阜県 多治見 Ｗ・Ｊ ㈱サムソン 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・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
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働
省美容師国家試験　合格・専門士

岐阜県 大垣桜 Ｍ・Ｒ ㈲ＫＯコーポレーション 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省
美容師国家試験　合格・専門士

岐阜県 大垣西 Ｉ・Ｍ my onsil（ミョンシル） 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・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
会きもの着付け免許3級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定初級・日本理容
美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・一般社団法人　きもの
伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

岐阜県 中京学院大学附属中京 Ｉ・Ｍ ㈱アッシュ 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省
美容師国家試験　合格・専門士
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岐阜県 中京学院大学附属中京 Ｋ・Ｋ ㈱ルプラボウ 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省
美容師国家試験　合格・専門士

岐阜県 東濃実業 Ｙ・Ｍ ㈱ＴＪ天気予報 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・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
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働
省美容師国家試験　合格・専門士

岐阜県 美濃加茂 Ｔ・Ｒ ㈱Neolive 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
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働
省美容師国家試験　合格・専門士

岐阜県 富田 Ｉ・Ｎ ㈱K-twoエフェクト 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・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
協会きもの着付け免許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・
日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・一般社団法人　
きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

岐阜県 富田 Ｋ・Ｙ ㈱エイティーンインターナショナル 愛知県
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・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　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省
美容師国家試験　合格・専門士

岐阜県 武義 Ｉ・Ｋ haif 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省
美容師国家試験　合格・専門士

三重県 稲生 Ｎ・Ｒ ETERNAL 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・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
会きもの着付け免許3級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

三重県 学法津田学園 Ｍ・Ａ POWDER 福岡県

公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・NPO法人　
日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定初級・日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステン
ションAssistantdirector　合格・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚
生労働省美容師国家試験　合格・専門士

三重県 桑名北 Ｏ・Ｒ ㈱カットイン 三重県
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・一般社団法人　きもの伝承文化協
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・専門士

三重県 三重 Ｉ・Ｓ ㈱K-twoエフェクト 大阪府
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・一般社団法人　きもの伝承文化協
会きもの着付け免許2級・専門士

三重県 四日市農芸 Ａ・Ｍ ㈱SAMURAI 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・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
会きもの着付け免許3級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定初級・日本理容
美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・一般社団法人　きもの
伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

三重県 志摩 Ｏ・Ａ art-lover㈱ 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・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
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・日本理容
美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美容師国家
試験　合格・専門士

三重県 津商業 Ｆ・Ｍ McPOA 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
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働
省美容師国家試験　合格・専門士

三重県 鈴鹿 Ｙ・Ａ ㈱ふいるびい 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・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
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・専門士

静岡県 静岡商業 Ｋ・Ｍ ㈲アンドエー 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・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
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働
省美容師国家試験　合格・専門士
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静岡県 磐田北 Ｓ・Ｈ GARDEN 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・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
承文化協会きもの着付け免許3級・日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンション
Assistantdirector　合格・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

静岡県 浜松湖北 Ｏ・Ａ ㈱Neolive 神奈川県
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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・日本理容美容教育センターABE
まつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着
付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

静岡県 浜松東 Ｓ・Ｍ REGINA 北海道

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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免
許3級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定初級・日本理容美容教育センター
ABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門
士

長野県 飯田女子 Ｙ・Ｍ ㈲リアン 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省
美容師国家試験　合格・専門士

山口県 宇部中央 Ｋ・Ｓ ㈱Neolive 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一般社団
法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・日本理容美容教育センターABEまつ毛エクス
テンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

鹿児島県 屋久島 Ｉ・Ｔ ㈱ＷＡ 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　実務技能検定協会サービス接遇検定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・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　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門
士

その他 既卒 Ｎ・Ｍ ㈱Lee 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・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・一般
社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門
士
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愛知県 クラーク記念国際　愛知キャンパス Ｔ・Ａ ㈱パルファン 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・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
会きもの着付け免許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アドバンス・専
門士

愛知県 ルネサンス豊田　＜通信制＞ Ｆ・Ｍ ㈱コーセー　JILLSTUART 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専
門士

愛知県 愛知みずほ大学瑞穂 Ｈ・Ｍ コスメーム㈱ 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きもの着付け免許3級・専門士

愛知県 愛知みずほ大学瑞穂 Ｉ・Ｋ 資生堂ジャパン㈱ 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
会きもの着付け免許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アドバンス・専
門士

愛知県 愛知みずほ大学瑞穂 Ｋ・Ｙ ㈱名古屋三越 愛知県
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きもの着付け免許3級・専門士

愛知県 愛知みずほ大学瑞穂 Ｙ・Ｍ ㈱エキップ　スック 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・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きもの着付け免許3級・専門士

愛知県 愛知みずほ大学瑞穂 Ｉ・Ｍ ㈱ビームズ 岐阜県
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・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3級・専門士

愛知県 愛知みずほ大学瑞穂 Ｙ・Ｙ ㈱MILLコーポレーション 愛知県
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・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　実務技能検定協
会サービス接遇検定3級・専門士

愛知県 愛知啓成 Ｏ・Ｋ ㈱ザ・デイ・スパ 大阪府
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きもの着付け免許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・専門士

愛知県 愛知啓成 Ｏ・Ｍ ㈱ニューアート・ラ・パルレ 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・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　日本エステティック協会AEA上級認定エステティシャン・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認
定上級エステティシャン・専門士

愛知県 愛知産業大学工業 Ｓ・Ｍ ELCジャパン㈱ジョンマスター 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ベーシック・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きもの
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アドバンス・専門士

愛知県 渥美農業 Ｔ・Ｍ パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン㈱ 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　
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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの
着付け免許3級・専門士

愛知県 渥美農業 Ｇ・Ｍ シャネル（同） 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
会きもの着付け免許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アドバンス・専
門士

愛知県 旭陵 Ｋ・Ｈ ㈱スリムビューティハウス 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2級・一般社団法人　きもの伝承文化協会
きもの着付け免許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2級・一般社団法人　日本エステティック協
会認定上級エステティシャン・専門士

愛知県 安城 Ｎ・Ｍ ㈱スリムビューティハウス 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　きもの伝承文化協会きもの着付け免許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・一般社団法人　日本エステティック協会認定上級エステ
ティシャン・専門士
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愛知県 安城農林 Ｉ・Ｍ 資生堂ジャパン㈱ 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ベーシック・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許
3級・専門士

愛知県 杏和 Ｋ・Ｒ ELCジャパン㈱ 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
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
協会きもの着付け免許3級・専門士

愛知県 惟信 Ｋ・Ｋ ㈱スリムビューティハウス 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・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
承文化協会きもの着付け免許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・一般社団法人　日本エステティック協会認定上級エステティシャン・専門士

愛知県 衣台 Ｎ・Ｓ オーシャンネイル　名駅店 愛知県
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ベーシック・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・専門士

愛知県 一宮商業 Ｗ・Ｙ ㈱ぷらいむ 三重県
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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許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・一般社団法人　日本エステティック協会認定上級エステ
ティシャン・専門士

愛知県 一宮商業 Ｔ・Ｙ ㈱フェリーク 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・一般社団法人　きもの伝承
文化協会きもの着付け免許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・一般社団法人　日本エステティック協会認定上級エステティシャン・専門士

愛知県 一宮北 Ｈ・Ｍ ㈱名鉄百貨店　Dior 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きもの着付け免許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アドバンス・専門士

愛知県 稲沢 Ｔ・Ｍ ㈱名古屋三越 愛知県
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ベーシック・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
承文化協会きもの着付け免許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アドバ
ンス・専門士

愛知県 岡崎商業 Ａ・Ｍ ㈱名古屋三越 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

愛知県 岡崎商業 Ｈ・Ｍ ㈱コンプレックス・ビズ・インターナショナル 愛知県

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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一般社団法人　日本エステティッ
ク協会認定上級エステティシャン・インドネシア政府公認校　アビアン・スパエステティックアカデ
ミーTRADITIONAL ABIAN・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認定エステティシャン・専門士

愛知県 岡崎東 Ｏ・Ｋ ㈱エキップ　RMK 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ベーシック・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

愛知県 岡崎北 Ｋ・Ａ シャネル（同） 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許
3級・専門士

愛知県 蒲郡 Ｏ・Ｋ 名古屋ビューティーアート専門学校　通信課程（進学）
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・専門士

愛知県 岩津 Ｈ・Ｓ 名古屋ビューティーアート専門学校　美容科（進学）
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ジェルネイル検定中級・専門士

愛知県 菊華 Ｙ・Ｎ ㈱神美 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ベーシック・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士
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愛知県 啓明学館 Ｋ・Ｍ ㈱TEN 愛知県
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・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・専門士

愛知県 犬山 Ｆ・Ｍ 日本ロレアル㈱シュウウエムラ 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専
門士

愛知県 犬山 Ｙ・Ｓ シャネル（同） 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専
門士

愛知県 御津 Ｏ・Ｙ ㈱名古屋三越 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専
門士

愛知県 御津 Ｎ・Ｃ ㈱エキップ　RMK 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専
門士

愛知県 工芸 Ａ・Ｍ ㈱ハウスオブローゼ 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

愛知県 佐屋 Ｙ・Ｍ ㈱名鉄百貨店　MAC 愛知県
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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

愛知県 至学館 Ｆ・Ｋ 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・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きもの
着付け免許3級・専門士

愛知県 至学館 Ｈ・Ｓ ELCジャパン㈱ボビィブラウン 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

愛知県 至学館 Ｙ・Ｙ 資生堂ジャパン㈱　ローラメルシエ 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許
3級・専門士

愛知県 守山 Ｋ・Ｈ ㈱Esfy 愛知県
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・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・専門士

愛知県 春日井商業 Ｙ・Ｓ ㈱ＰＢマーケティング 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・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きもの着付け免許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認定上級エステティシャン・専門士

愛知県 春日井西 Ｓ・Ｍ ㈱米坂 愛知県
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ベーシック・一般社団法人　きもの伝承
文化協会きもの着付け免許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・専門士

愛知県 常滑 Ｓ・Ａ ラインビューティー㈱ 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2級・一般社団法人　きもの伝承文化協会
きもの着付け免許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・
一般社団法人　日本エステティック協会認定上級エステティシャン・専門士

愛知県 新城 Ｆ・Ｈ ㈱レアール 愛知県
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・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きもの
着付け免許3級・専門士
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愛知県 新城 Ｙ・Ｍ ㈱レアール　ラ・ミュール 愛知県
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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

愛知県 新城 Ａ・Ｋ ㈱Compass NAILS CALLY 愛知県

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・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・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

愛知県 瀬戸西 Ｓ・Ｍ ㈱名古屋三越 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・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
会きもの着付け免許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アドバンス・専
門士

愛知県 瀬戸西 Ｎ・Ｍ ㈱アンクラージェ 愛知県
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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの
着付け免許3級・専門士

愛知県 瀬戸西 Ｋ・Ｈ 資生堂ジャパン㈱ 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専
門士

愛知県 瀬戸西 Ｔ・Ｒ Nail Space J:'s PINKY 愛知県
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・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3級・専門士

愛知県 精和高等専修学校 Ｋ・Ｍ DIVA 鳥取県
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3級・専門士

愛知県 聖霊 Ｈ・Ｍ ㈱コーセー　アディクション 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

愛知県 大府 Ｙ・Ｍ 名古屋ビューティーアート専門学校　美容科（進学）
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・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 知多翔洋 Ｔ・Ｓ ㈱不二ビューティ 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・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きもの着付け免許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・一般社団法人　日本エステティック協会認
定上級エステティシャン・専門士

愛知県 中川商業 Ｈ・Ａ ラインビューティー㈱ 愛知県

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・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きもの着付け免許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・専門士

愛知県 中村 Ｇ・Ｎ ㈱ヴィエリス 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　実務技能検定協会サービス接遇検定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きもの着付け免許3級・専
門士

愛知県 中村 Ｏ・Ａ ㈱トップメディア 愛知県

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ベーシック・一般社団法人　きもの伝承文
化協会きもの着付け免許3級・インドネシア政府公認校　アビアン・スパエステティックアカデミー
TRADITIONAL ABIAN・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認定
上級エステティシャン・専門士

愛知県 津島北 Ｋ・Ａ パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン㈱ 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きもの着付け免許3級・専門士

愛知県 東浦 Ｍ・Ｙ ELCジャパン㈱MAC 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
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
協会きもの着付け免許3級・専門士
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愛知県 東浦 Ｆ・Ｓ Nail Space J:'s PINKY 愛知県
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ベーシック・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・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・専門士

愛知県 東海学園 Ｙ・Ｒ パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン㈱ 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ベーシック・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許
3級・専門士

愛知県 東海商業 Ｍ・Ｒ ㈱神美 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・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きもの着付け免許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・一般社団法人　日本エステティック協会認
定上級エステティシャン・専門士

愛知県 藤ノ花女子 Ｋ・Ｎ パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン㈱ 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

愛知県 同朋 Ｔ・Ｎ ㈱名古屋三越 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
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
協会きもの着付け免許3級・専門士

愛知県 南陽 Ｓ・Ａ ㈱アルビオン 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専
門士

愛知県 南陽 Ｔ・Ｓ ㈱大丸松坂屋　クリニーク 愛知県
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きもの着付け免許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
検定アドバンス・専門士

愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス＜通信制＞ Ｔ・Ｓ ㈱エキップ　RMK 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　
きもの伝承文化協会きもの着付け免許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
検定アドバンス・専門士

愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス＜通信制＞ Ｍ・Ｅ ㈱アインファーマシーズ 北海道
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きもの着付け免許3級・専門士

愛知県 飛鳥未来　名古屋キャンパス＜通信制＞ Ｋ・Ｒ アモーレパシフィックジャパン㈱　イニスフリー 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専
門士

愛知県 豊橋南 Ｎ・Ｍ ㈱トップメディア 愛知県

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・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きもの着付け免許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・一般社団法人　日本エステティック協会認
定上級エステティシャン・専門士

愛知県 豊田東 Ｗ・Ｍ RAY Lionne㈱　ICONIQ（アイコニック） 愛知県
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・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・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

愛知県 豊明 Ｗ・Ｍ ㈱ふいるびい 愛知県
NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・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1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

愛知県 豊野 Ｔ・Ｎ ㈱アルビオン 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
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
協会きもの着付け免許3級・専門士

愛知県 北 Ｋ・Ｍ 名古屋ビューティーアート専門学校　通信課程（進学）
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・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きもの
着付け免許3級・専門士
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愛知県 名古屋経済大学高蔵 Ｎ・Ｅ 名古屋ビューティーアート専門学校　通信課程（進学）
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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許
3級・専門士

愛知県 名古屋経済大学高蔵 Ｍ・Ｍ ㈱コパン 岐阜県

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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許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・一般社団法人　日本エステティック協会認
定上級エステティシャン・専門士

愛知県 名古屋経済大学高蔵 Ｈ・Ｍ ㈱タカミ 愛知県
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ベーシック・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・専門士

愛知県 名古屋大谷 Ｔ・Ｓ パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン㈱ 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　きもの伝承文化協会きもの着付け免許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アドバンス・専門士

愛知県 名古屋大谷 Ｈ・Ｓ シャネル（同） 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　実務技能検定協会サービス接遇検定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きもの着付け免許3級・専
門士

愛知県 名古屋大谷 Ｉ・Ｃ ㈱コーセー　コスメデコルテ 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・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きもの
着付け免許3級・専門士

愛知県 鳴海 Ｋ・Ｓ ㈱Memoris 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専
門士

愛知県 緑丘 Ｋ・Ｎ ㈱メディビューティー 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
会きもの着付け免許3級・専門士

岐阜県 羽島 Ｙ・Ｎ 資生堂ジャパン㈱ 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

岐阜県 羽島 Ｏ・Ｙ ㈱アンクラージュ 兵庫県

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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許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2級・一般社団法人　日本エステティック協会認定上級エステティシャン・専門士

岐阜県 羽島 Ｙ・Ｒ ㈱エルセーヌ・ファクトリー 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2級・一般社団法人　きもの伝承文化協会
きもの着付け免許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・
一般社団法人　日本エステティック協会認定上級エステティシャン・専門士

岐阜県 加茂 Ｍ・Ａ ㈱大丸松坂屋　シャネル 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許
3級・専門士

岐阜県 関有知 Ｔ・Ｍ ㈱名古屋三越 愛知県 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

岐阜県 岐阜各務野 Ｋ・Ｒ ㈱エキップ　RMK 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許
3級・専門士

岐阜県 岐阜各務野 Ｎ・Ｓ パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン㈱ 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ベーシック・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許
3級・専門士
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岐阜県 岐阜各務野 Ｗ・Ｒ ㈱名古屋三越 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専
門士

岐阜県 岐阜女子 Ｇ・Ｍ ㈱コパン 岐阜県

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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許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・公益社団法人　日本アロマ環境協会アロマ
テラピー検定1級・専門士

岐阜県 岐阜聖徳学園 Ｉ・Ｍ ㈱スリムビューティハウス 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　きもの伝承文化協会きもの着付け免許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・一般社団法人　日本エステティック協会認定上級エステ
ティシャン・専門士

岐阜県 郡上 Ｉ・Ｋ ㈱ルプラボウ 愛知県
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・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　実務技能検定協
会サービス接遇検定3級・専門士

岐阜県 郡上北 Ｎ・Ｍ 名古屋ビューティーアート専門学校　通信課程（進学）
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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許
3級・専門士

岐阜県 恵那農業 Ｔ・Ｙ ㈱名鉄百貨店　RMK 愛知県
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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

岐阜県 大垣西 Ｈ・Ｍ ㈱アルビオン 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　きもの伝承文化協会きもの着付け免許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アドバンス・専門士

岐阜県 大垣西 Ｉ・Ａ ㈱エキップ　RMK 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許
3級・専門士

岐阜県 池田 Ｋ・Ｍ ㈱エキップ　RMK 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・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きもの着付け免許3級・専門士

岐阜県 中京学院大学附属中京 Ｅ・Ｒ ㈱ビ・メーク 山口県

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・一般社団法人　きもの伝承文化
協会きもの着付け免許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
ティック協会認定上級エステティシャン・専門士

岐阜県 東濃フロンティア Ｔ・Ｎ Nail Space J:'s PINKY 愛知県
NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・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　実務技能検定協
会サービス接遇検定3級・専門士

岐阜県 東濃実業 Ｏ・Ｙ ㈱TREAT 愛知県
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・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3級・専門士

岐阜県 飛騨高山 Ｕ・Ｋ ㈱ゆう 愛知県

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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一般社団法人　日本エステティッ
ク協会認定上級エステティシャン・インドネシア政府公認校　アビアン・スパエステティックアカデ
ミーTRADITIONAL ABIAN・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認定エステティシャン・専門士

岐阜県 美濃加茂 Ｔ・Ａ ㈱不二ビューティ 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・一般社団法人　きもの伝承文
化協会きもの着付け免許3級・一般社団法人　日本エステティック協会認定上級エステティシャン・
専門士

岐阜県 美濃加茂 Ｓ・Ｒ ㈱ケンジ　TOKYOオフィス 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・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きもの着付け免許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・一般社団法人　日本エステティック協会認
定上級エステティシャン・専門士
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岐阜県 不破 Ａ・Ｋ ㈲きらり 岐阜県
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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許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アドバンス・専門士

岐阜県 富田 Ｍ・Ａ ㈱セドナエンタープライズ 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・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
承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

岐阜県 武義 Ｋ・Ｍ ㈱Vatican2007 愛知県
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・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3級・専門士

岐阜県 本巣松陽 Ｏ・Ｅ ㈱コーセー　コスメデコルテ 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専
門士

岐阜県 本巣松陽 Ｋ・Ｙ ELCジャパン㈱　クリニーク 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専
門士

三重県 いなべ総合学園 Ｏ・Ｍ ㈱コーセー 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・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きもの着付け免許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・専門士

三重県 いなべ総合学園 Ｎ・Ａ ㈱ビームズ 岐阜県
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・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3級・専門士

三重県 久居農林 Ｍ・Ｙ 名古屋ビューティーアート専門学校　通信課程（進学）
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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許
3級・専門士

三重県 皇學館 Ｎ・Ｈ モード学園（進学）

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・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きもの着付け免許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・一般社団法人　日本エステティック協会認
定上級エステティシャン・専門士

三重県 志摩 Ｍ・Ｒ ㈱ルミエパリ 高知県

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・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きもの着付け免許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認定上級エステティシャン・専門士

三重県 志摩 Ｙ・Ｍ ㈱NBS 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2級・一般社団法人　きもの伝承文化協会
きもの着付け免許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・
一般社団法人　日本エステティック協会認定上級エステティシャン・専門士

三重県 志摩 Ｔ・Ｍ ㈱エヌ・アイ・シー 和歌山県
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・NPO法人　日本ネイリスト協会
JNAジェルネイル検定中級・専門士

三重県 石薬師 Ｙ・Ｒ レイフィールド㈱ 岐阜県
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・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3級・専門士

三重県 津商業 Ｓ・Ａ ㈱コーセー　JILLSTUART 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

三重県 津東 Ｋ・Ｎ ELCジャパン㈱ 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士
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三重県 白子 Ｋ・Ｍ ㈱ぷらいむ 三重県
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ベーシック・一般社団法人　きもの伝承
文化協会きもの着付け免許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・一般社団法人　日本エステティック協会認定上級エステティシャン・専門士

三重県 木本 Ｈ・Ｍ ㈱ハウスオブローゼ 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ベーシック・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

三重県 木本 Ｙ・Ｍ ㈱ハウスオブローゼ 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・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きもの
着付け免許3級・専門士

三重県 鈴鹿 Ｍ・Ｎ ㈱ネイルズユニークオブジャパン 兵庫県
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ベーシック・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・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・専
門士

静岡県 新居 Ｏ・Ｈ ㈱エスソーシャルマネジメント 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・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

静岡県 池新田 Ｎ・Ｒ ㈱ニューアート・ラ・パルレ 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　きもの伝承文化協会きもの着付け免許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・専門士

静岡県 浜松学院 Ｓ・Ｋ ㈱M's-mind 三重県
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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの
着付け免許3級・専門士

静岡県 浜松湖南 Ｏ・Ｙ ㈲ココロ 静岡県
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・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3級・専門士

長野県 飯田女子 Ｓ・Ｙ レイフィールド㈱ 岐阜県
NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・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・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・専門士

長野県 木曽青峰 Ｓ・Ｔ ㈱スタイリスト 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・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ジェルネイル検定中級・専門士

滋賀県 長浜北星 Ｈ・Ａ ㈱ライフクリエイト 愛知県

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・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きもの着付け免許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・一般社団法人　日本エステティック協会認
定上級エステティシャン・専門士

山口県 中村女子 Ｉ・Ｙ ㈱ビ・メーク 山口県

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・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きもの着付け免許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・一般社団法人　日本エステティック協会認
定上級エステティシャン・専門士

熊本県 ヒューマンキャンパス　熊本学習センター Ｓ・Ｓ ㈱岩井文男美容室 愛知県

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・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・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

宮崎県 小林西 Ｙ・Ｍ 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

鹿児島県 屋久島おおぞら Ｓ・Ａ ㈱コーセー　JILLSTUART 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ベーシック・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

14

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格
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沖縄県 泊 Ｍ・Ｋ ㈱ルミエパリ 高知県

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・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きもの着付け免許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・一般社団法人　日本エステティック協会認
定上級エステティシャン・専門士

その他 既卒 Ｏ・Ｍ 資生堂ジャパン㈱ 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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

その他 既卒 Ｈ・Ｋ 名古屋ビューティーアート専門学校　通信課程（進学）
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ベーシック・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

その他 既卒 Ｍ・Ａ ㈱フェリーク 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2級・一般社団法人　きもの伝承文化協会
きもの着付け免許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・
専門士
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愛知県 安城学園 Ｋ・Ａ ㈱アートメイク・トキ 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・
一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・
専門士

愛知県 安城南 Ｈ・Ｎ ㈱グローバルビューティ―カンパニー　IBhair 愛知県

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・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きもの着付け免許3級・
一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・
専門士

愛知県 杏和 Ｈ・Ｎ アッシュ 宮城県

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きもの着付け免許3級・一般
社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門
士

愛知県 一宮商業 Ｎ・Ｔ ㈱エルエスモード BEAUTRIUM 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・
一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・
専門士

愛知県 一宮北 Ｍ・Ｒ VIA 愛知県

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ベーシック・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士

愛知県 稲沢 Ｏ・Ａ ㈱アフェクション 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・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きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士

愛知県 稲沢東 Ｍ・Ｔ ㈲アッシュ 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・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きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士

愛知県 菊華 Ｗ・Ｙ ㈱シュリンプ 愛知県

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ベーシック・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士

愛知県 桜花学園 Ｎ・Ｙ ㈱アフェクション 愛知県

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・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きもの着付け免許3級・
一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・
専門士

愛知県 瀬戸 Ｍ・Ｍ スマック・ワールド㈱　ボーテクリエ 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・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きもの着付け免許3級・専
門士

愛知県 西陵 Ｔ・Ｍ ㈱licobeauty. 愛知県

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・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きもの着付け免許3級・
一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・
専門士

愛知県 大同大学大同 Ｉ・Ｋ Max Blonde 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きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士

愛知県 丹羽 Ｏ・Ａ ㈱エキップ 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・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きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士

愛知県 中部大学第一 Ｉ・Ａ lifunny 愛知県

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ベーシック・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士

愛知県 南陽 Ｇ・Ｍ ㈱ラパンセ 愛知県

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・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きもの着付け免許3級・
一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・
専門士
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愛知県 日進西 Ｋ・Ｓ ㈱アッシュ 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
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働
省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 熱田 Ｉ・Ｈ ㈱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・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きもの着付け免許3級・
一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・
専門士

愛知県 豊田 Ｔ・Ｆ ㈱THEATER 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きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士

愛知県 豊田大谷 Ｏ・Ｓ ㈱アートネイチャー 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きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・専門士

愛知県 豊田東 Ｔ・Ｙ ㈱サムソン 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・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きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士

愛知県 木曽川 Ｏ・Ａ EyeLash Salon Vivi 愛知県

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ベーシック・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士

岐阜県 岐阜各務野 Ｓ・Ｍ ㈱licobeauty. 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・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きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・専門士

岐阜県 岐阜聖徳学園 Ｏ・Ｓ ㈱フジプランニング 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士

岐阜県 岐阜総合学園 Ｓ・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・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きもの着付け免許3級・
一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・専門士

岐阜県 岐阜総合学園 Ｓ・Ｓ ㈱美容企画ジャパン 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ベーシック・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士

岐阜県 岐阜総合学園 Ｋ・Ｍ スマック・ワールド㈱　ボーテクリエ 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・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きもの着付け免許3級・厚
生労働省美容師国家試験　合格・専門士

岐阜県 岐阜総合学園 Ｍ・Ａ ㈱ヴァンテアン 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・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きもの着付け免許3級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門
士

岐阜県 多治見西 Ｍ・Ｍ ㈱アフェクション 愛知県
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・一般社団法人　きもの伝承文化協
会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働
省美容師国家試験　合格・専門士

岐阜県 大垣養老 Ｈ・Ａ MINIM 愛知県

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・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きもの着付け免許3級・
一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・
専門士

岐阜県 東濃実業 Ｔ・Ｓ ㈱アッシュ 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きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士
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岐阜県 東濃実業 Ｔ・Ｍ MINIM 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・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きもの着付け免許3級・厚
生労働省美容師国家試験　合格・専門士

岐阜県 東濃実業 Ｙ・Ｎ アッシュ 宮城県

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きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士

岐阜県 美濃加茂 Ｏ・Ｍ ㈲リアン 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・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きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士

三重県 稲生 Ｍ・Ｒ ㈱Vatican2007 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・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きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士

三重県 学法津田学園 Ｆ・Ｃ LVMHフレグランスブランズ㈱ 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・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きもの着付け免許3級・専門士

三重県 明野 Ｙ・Ａ ELCジャパン㈱ 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・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きもの着付け免許3級・
一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・
専門士

長野県 信濃むつみ Ｙ・Ｍ COCO 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・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きもの着付け免許3級・厚
生労働省美容師国家試験　合格・専門士

長野県 飯田女子 Ｏ・Ｍ ㈱RUMI 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・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きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専
門士

静岡県 聖隷クリストファー Ａ・Ｒ ㈱ミラートーク 愛知県
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ベーシック・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
承文化協会きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・
厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

静岡県 袋井商業 Ｉ・Ｎ ㈱Vatican2007 愛知県
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ベーシック・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一
般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・専門士

神奈川県 足柄 Ｉ・Ｒ アッシュ 宮城県

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・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きもの着付け免許3級・
一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・
専門士

滋賀県 長浜北星 Ｏ・Ｍ ㈱フォルテ　フォルテ静岡OFFICE 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一般社団
法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

その他 既卒 Ｍ・Ｃ ㈱LEE 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・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・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きもの着付け免許3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きも
の着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

その他 既卒 Ｃ・Ｙ ㈱Neolive 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・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・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・
一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・厚生労働省美容師国家試験　合格・
専門士
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愛知県 安城 Ｕ・Ａ TBCグループ㈱ 東京都 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士

愛知県 安城 Ｍ・Ｔ ㈱LOPE 東京都 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士

愛知県 岩倉総合 Ｓ・Ｙ ㈱Mｓ̀クリスタル 愛知県 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士

愛知県 幸田 Ｉ・Ｒ ㈱セリオ 大阪府 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士

愛知県 松平 Ａ・Ｈ TBCグループ㈱ 東京都 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士

愛知県 日進西 Ｋ・Ａ ㈱アニバーサルドリーム 愛知県 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士

愛知県 美和 Ｈ・Ｃ ㈱リボーンジャパン 愛知県 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・専門士

三重県 稲生 Ｎ・Ｈ ㈱杉新衣裳店 三重県 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・専門士

三重県 学法津田学園 Ｍ・Ｈ ㈱ハルカホールディングス 愛知県 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士

三重県 久居農林 Ｎ・Ｕ ㈱杉新衣裳店 三重県 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士

三重県 三重 Ｏ・Ｒ ㈱ニューアート・ラ・パルレ 東京都 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士

三重県 四日市四郷 Ｉ・Ａ ㈱エスクリ 東京都 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士

三重県 四日市四郷 Ｙ・Ａ ㈱プライム 東京都 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士

三重県 鈴鹿医療科学大学　（三重県：私立） Ｎ・Ｍ 琥珀 福岡県 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士

静岡県 小山 Ｓ・Ｎ TBCグループ㈱ 東京都 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士
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静岡県 静岡北 Ａ・Ｋ hair set salon CHANCE 愛知県 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士

静岡県 静岡北 Ｔ・Ｓ ㈱アニバーサリー 東京都 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士

岐阜県 羽島北 Ｋ・Ｎ レイフィールド㈱ 岐阜県 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士

岐阜県 麗澤瑞浪 Ｙ・Ａ totalbeauty salon M.Wish　名古屋駅前店 愛知県 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士

宮崎県 都城聖ドミニコ学園 Ｆ・Ｉ ㈱オリーブスパ 東京都 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・厚生労働省美
容師国家試験　合格・専門士
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岐阜県 海津市立城南中学校 Ｍ・Ｒ ㈲TABOO 岐阜県 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・専門士

岐阜県 大垣市立西中学校 Ｉ・Ｒ BOSS COLLECTION 岐阜県 日本理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector　合格・専門士

愛知県 東海市立加木屋中学校 Ｉ・Ｍ ㈱TJ天気予報 愛知県 専門士

愛知県 名古屋大谷 Ｍ・Ｔ ㈱DOP 愛知県 専門士
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