
愛知県 ルネサンス豊田 Ｎ・Ｒ 株式会社なだ万 東京都 調理師免許

愛知県 愛知みずほ大学瑞穂 Ｂ・Ｍ 愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生記念病院 愛知県 調理師免許

愛知県 愛知啓成 Ｔ・Ｓ 株式会社神谷企画 東京都 調理師免許

愛知県 愛知産業大学工業 Ｆ・Ｒ 浅田屋伊兵衛商店株式会社 愛知県 調理師免許

愛知県 愛知産業大学工業 Ｔ・Ｙ 医療法人　永仁会　佐藤病院 愛知県 調理師免許

愛知県 稲沢東 Ｋ・Ｎ 芝パークホテル 東京都 調理師免許

愛知県 栄徳 Ａ・Ｓ リベルテ 東京都 調理師免許

愛知県 杜若 Ｓ・Ｎ 株式会社ビー・ワイ・オー 東京都 調理師免許

岐阜県 富田 Ｄ・Ｔ 株式会社　円居 京都府 調理師免許

岐阜県 富田 Ｈ・Ｒ 林製本 愛知県 調理師免許

中国 留学生 Ｏ・Ｓ 株式会社ブルームダイニング 愛知県 調理師免許・食育インストラクター

長野県 南安曇農業 Ｈ・Ｍ リゾートトラスト株式会社 東京都 調理師免許

その他 既卒 Ｎ・Ｋ 株式会社　WDI JAPAN 大阪府 調理師免許

その他 既卒 Ｈ・Ｍ 株式会社嘉文 愛知県 調理師免許・食育インストラクター

その他 既卒 Ｉ・Ｙ 株式会社よし川 愛知県 調理師免許

その他 既卒 Ｓ・Ｋ MORRIS 東京都 調理師免許

その他 既卒 Ｎ・Ｗ 名古屋エアケータリング株式会社 愛知県 調理師免許

その他 既卒 Ｙ・Ｔ シダックス株式会社 三重県 調理師免許・食育インストラクター

その他 既卒 Ｏ・Ｓ 有限会社大澤漁業部 北海道 調理師免許

その他 既卒 Ｈ・Ｓ 泉花園 愛知県 調理師免許
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その他 既卒 Ｓ・Ａ 名古屋製菓専門学校　進学 愛知県 調理師免許

その他 既卒 Ｔ・Ｒ 株式会社　東天紅 東京都 調理師免許・食育インストラクター

その他 既卒 Ｈ・Ｓ 浅田屋伊兵衛商店株式会社 東京都 調理師免許
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愛知県 阿久比 Ｙ・Ａ 株式会社ベストプランニング 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・レストランサービス技能検定 3 級・専門士
称号

愛知県 愛知みずほ大学瑞穂 Ｉ・Ｋ ツバサヤ 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 愛知工業 Ｎ・Ｙ 株式会社近鉄・都ホテルズ　志摩観光ホテル 三重県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・レストランサービス技能検定 3 級・専門士
称号

愛知県 愛知工業大学名電 Ｍ・Ｔ 株式会社　オリエンタルランド 千葉県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 愛知工業大学名電 Ｍ・Ｓ 有限会社クチーナヒラタ 東京都 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 愛知産業大学三河 Ｙ・Ｓ 株式会社ベストプランニング 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 安城学園 Ｔ・Ｋ シダックス株式会社 愛知県 調理師免許・食育インストラクター・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 杏和 Ｋ・Ｈ 株式会社　東天紅 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・食品技術管理専門士・専門士称号

愛知県 惟信 Ｋ・Ｒ 株式会社　菊乃井 東京都 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 惟信 Ｉ・Ｓ 株式会社矢場とん 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 稲沢東 Ｉ・Ａ ビストロ　バッカス 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・レストランサービス技能検定 3 級・専門士
称号

愛知県 向陽台　山本学園キャンパス Ｋ・Ｒ 株式会社　大倉 兵庫県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 幸田 Ｏ・Ｋ 名古屋エアケータリング株式会社 愛知県 調理師免許・食育インストラクター・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 幸田 Ｓ・Ｕ 株式ガイシャ　アールティー・コーポレーション 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 高浜 Ｉ・Ｍ 株式会社　今半 東京都 調理師免許・専門士称号

愛知県 至学館 Ｙ・Ｕ 株式会社ホテルグランコート名古屋 愛知県 調理師免許・食育インストラクター・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・レストランサービ
ス技能検定 3 級・食品技術管理専門士・専門士称号

愛知県 至学館 Ｉ・Ｙ 社会福祉法人　昭徳会　駒方寮 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 守山 Ｆ・Ｉ 株式会社　浜木綿 愛知県 調理師免許・食育インストラクター・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 春日井商業 Ｆ・Ｊ アニヴェルセル株式会社 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 松平 Ｓ・Ｒ 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・レストランサービス技能検定 3 級・食品技
術管理専門士・専門士称号
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愛知県 新川 Ｋ・Ｋ 株式会社　ブラス 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・食品技術管理専門士・専門士称号

愛知県 誠信 Ｓ・Ｍ 名古屋スイーツ＆カフェ専門学校（進学） 愛知県 調理師免許・専門士称号

愛知県 中央高等学院　名古屋本校 Ｔ・Ｍ 株式会社　今半 東京都 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・食品技術管理専門士・専門士称号

愛知県 東邦 Ｔ・Ｏ 株式会社ベストプランニング 京都府 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 半田商業 Ｎ・Ｓ 株式会社セーキ 東京都 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 尾北 Ｓ・Ｈ ヴァリノール 東京都 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・レストランサービス技能検定 3 級・専門士
称号

愛知県 武豊 Ｔ・Ｓ 中国料理　相羽 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・食品技術管理専門士・専門士称号

愛知県 豊田東 Ｔ・Ｔ エックス 東京都 調理師免許・食育インストラクター・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 北 Ｈ・Ｋ 芝パークホテル 東京都 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 北 Ｏ・Ｓ 株式会社　ポトマック 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・食品技術管理専門士・専門士称号

愛知県 名古屋女子大学 Ｓ・Ｋ 株式会社バックス 東京都 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 名古屋商業 Ｙ・Ｍ 株式会社アロマフレスカコーポレーション 東京都 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 名古屋大谷 Ｎ・Ｔ 株式会社なだ万 東京都 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

愛知県 緑 Ｋ・Ｓ 株式会社　神戸ポートピアホテル 兵庫県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・レストランサービス技能検定 3 級・専門士
称号

岐阜県 加茂農林 Ｉ・Ｔ きこりかふぇ 岐阜県 調理師免許・専門士称号

岐阜県 華陽フロンティア Ｏ・Ｙ リゾートトラスト株式会社 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・食品技術管理専門士・専門士称号

岐阜県 海津明誠 Ｙ・Ｅ 株式会社　ガッルーラ 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

岐阜県 岐阜城北 Ｔ・Ｒ アニヴェルセル株式会社 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

岐阜県 市立岐阜商業 Ｏ・Ｍ ヒルトン名古屋 愛知県 調理師免許・専門士称号

岐阜県 飛騨高山岡本校舎 Ｙ・Ｒ 株式会社ひらまつ 愛知県 調理師免許・食育インストラクター・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・食品技術管理専門
士・専門士称号
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岐阜県 飛騨高山山田校舎 Ｉ・Ｈ 株式会社ゼットン 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

岐阜県 飛騨高山山田校舎 Ｋ・Ｉ 同朋大学（進学） 愛知県 調理師免許・専門士称号

岐阜県 飛騨高山山田校舎 Ｗ・Ｔ イノーヴェ 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・レストランサービス技能検定 3 級・食品技
術管理専門士・専門士称号

静岡県 掛川東 Ｎ・Ｔ 株式会社ベストプランニング 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

静岡県 湖西 Ｈ・Ｒ 株式会社　アントニオ 東京都 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

静岡県 静岡女子 Ｋ・Ｋ ヒルトン名古屋 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

静岡県 島田樟誠 Ｔ・Ｔ 株式会社　京都つる家 京都府 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

静岡県 浜松大平台 Ｋ・Ｔ 株式会社　WDI JAPAN 大阪府 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

三重県 いなべ総合学園 Ｉ・Ｔ 名古屋辻学園調理専門学校 愛知県 調理師免許・食育インストラクター・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・レストランサービ
ス技能検定 3 級・食品技術管理専門士・専門士称号

三重県 桑名北 Ｓ・Ｓ 株式会社近鉄・都ホテルズ　志摩観光ホテル 三重県 調理師免許・食育インストラクター・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・レストランサービ
ス技能検定 3 級・専門士称号

滋賀県 長浜北星 Ｎ・Ｎ 株式会社　ケイクール 大阪府 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

滋賀県 彦根総合 Ｇ・Ｓ 株式会社　東天紅 東京都 調理師免許・専門士称号

中国 留学生 Ｓ・Ｓ 保育・介護・ビジネス名古屋専門学校（進学） 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

石川県 小松大谷 Ｈ・Ｋ ブライダルショップ L 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・食品技術管理専門士・専門士称号

その他 既卒 Ｓ・Ｔ 日本料理　つきぢ田村 東京都 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

その他 既卒 Ｉ・Ｎ 名古屋辻学園調理専門学校 愛知県 調理師免許・食育インストラクター・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・食品技術管理専門
士・専門士称号

その他 既卒 Ｏ・Ｓ 株式会社　浜木綿 大阪府 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

その他 既卒 Ｏ・Ｒ クレッセント 東京都 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

その他 既卒 Ｉ・Ｎ シダックス株式会社 愛知県 調理師免許・食育インストラクター・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

その他 既卒 Ｙ・Ｙ 田舎料理　吉野 愛知県 調理師免許・専門士称号
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その他 既卒 Ｙ・Ｈ 株式会社近鉄・都ホテルズ　志摩観光ホテル 三重県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

その他 既卒 Ｙ・Ｋ 日本料理　つきぢ田村 東京都 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・食品技術管理専門士・専門士称号

その他 既卒 Ｙ・Ｙ 株式会社　ケイクール 大阪府 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

その他 既卒 Ｓ・Ｓ 鵜飼病院 愛知県 調理師免許・食育インストラクター・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・食品技術管理専門
士・専門士称号

その他 既卒 Ｍ・Ｋ 株式会社　スタイルズ 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・専門士称号

その他 既卒 Ｍ・Ｋ スクール IE　鵜沼校 岐阜県 調理師免許・食育インストラクター・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・食品技術管理専門
士・専門士称号

その他 留学生 Ｓ・Ｚ 株式会社ブルームダイニング 愛知県 調理師免許・ビジネス能力ジョブパス検定　３級・食品技術管理専門士・専門士称号
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