
大阪府 YMCA学院　＜通信制＞ Ｏ・Ｙ ㈱バルニバービ 愛知県 一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー検定3級・公益社団法人　全
国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

大阪府 英風女子高等専修学校 Ｉ・Ｒ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

大阪府 金光藤蔭 Ｓ・Ｈ ホテル・ザ・ミツイ・キョウト 京都府 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許

大阪府 向陽台　＜通信制＞ Ｔ・Ｒ 西心斎橋ゆうの 大阪府 一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー検定3級・大阪府ふぐ取扱登録
証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

大阪府 生野工業 Ｓ・Ｔ 一之船入 京都府 一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー検定3級・大阪府ふぐ取扱登録
証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

大阪府 大阪信愛女学院短期大学 Ｎ・Ｋ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府
NPO日本食育インストラクター協会食育インストラクター3級・一般財団法人　日本ユニバーサル
マナー協会ユニバーサルマナー検定3級・大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養
成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

大阪府 大阪電気通信大学 Ｏ・Ｓ タベルナキンタ 大阪府 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｉ・Ｍ ㈱阪急阪神ホテルズ 大阪府
［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー
検定3級・大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資
格］調理師免許

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｏ・Ｙ ㈱京都ホテル 京都府
［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー
検定3級・大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資
格］調理師免許

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｏ・Ｒ ㈱阪急阪神ホテルズ 大阪府 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｋ・Ｒ ホテル・ザ・ミツイ・キョウト 京都府 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｋ・Ｉ 神戸プレジール 兵庫県 ［国家資格］製菓衛生師免許・大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技
術考査・［国家資格］調理師免許

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｋ・Ｙ ㈱WDI JAPAN 東京都
NPO日本食育インストラクター協会食育インストラクター3級・［国家資格］製菓衛生師免許・一般
財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー検定3級・大阪府ふぐ取扱登録証・
公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｓ・Ｍ ㈱御所坊 兵庫県
［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー
検定3級・大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資
格］調理師免許

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｓ・Ｍ ㈱ワンダーテーブル 東京都 ［国家資格］製菓衛生師免許・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査
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大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｔ・Ｔ ㈱セーキ 東京都 ［国家資格］製菓衛生師免許・大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技
術考査・［国家資格］調理師免許

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｔ・Ｈ ロイヤルインフライトケイタリング㈱ 大阪府 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｎ・Ａ ㈱グラム 大阪府 一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー検定3級・大阪府ふぐ取扱登録
証

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｎ・Ｙ ロイヤルインフライトケイタリング㈱ 大阪府 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｈ・Ｋ ㈱サニーサイド 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技
術考査・［国家資格］調理師免許

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｆ・Ｋ ㈱美々卯 大阪府 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｍ・Ｍ ロイヤルインフライトケイタリング㈱ 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理
師免許

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｍ・Ａ むろい 京都府
［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー
検定3級・大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資
格］調理師免許

大阪府 辻学園調理・製菓専門学校 Ｍ・Ｔ ㈱ロイヤルホテル 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理
師免許

大阪府 東大阪大学柏原 Ｍ・Ｓ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー検定3級・公益社団法人　全
国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

大阪府 梅花女子大学短期大学部 Ｍ・Ｒ ㈱LEOC 東京都
NPO日本食育インストラクター協会食育インストラクター3級・一般財団法人　日本ユニバーサル
マナー協会ユニバーサルマナー検定3級・大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養
成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

大阪府 飛鳥未来　大阪キャンパス　＜通信制＞ Ｔ・Ｈ 辻学園栄養専門学校（進学） 大阪府 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許

大阪府 枚方なぎさ Ｋ・Ｙ 京都ブライトンホテル 京都府 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

奈良県 橿原 Ｉ・Ｒ 犬鳴山温泉（㈱不動口館） 大阪府 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査

奈良県 滋賀大学 Ｍ・Ｋ ㈱なだ万 東京都 一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー検定3級・大阪府ふぐ取扱登録
証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査
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奈良県 奈良大学 Ｈ・Ｔ ㈱東洋食品 東京都 一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー検定3級・大阪府ふぐ取扱登録
証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査

和歌山県 辻学園調理・製菓専門学校 Ｋ・Ｔ 辻学園栄養専門学校（進学） 大阪府 一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー検定3級・大阪府ふぐ取扱登録
証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

和歌山県 和歌山北　西校舎 Ｙ・Ｒ ヒルトン大阪 大阪府 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許

和歌山県 和歌山北　西校舎 Ｙ・Ｉ 辻学園栄養専門学校（進学） 大阪府 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

三重県 名張 Ｍ・Ｙ ㈱かめいあんじゅ 大阪府 一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー検定3級・大阪府ふぐ取扱登録
証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査

兵庫県 神戸第一 Ｙ・Ｋ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

香川県 坂出商業 Ｙ・Ｋ ㈲石和川 大阪府 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許

愛媛県 聖カタリナ学園 Ｍ・Ｋ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査

福岡県 修猷館 Ｏ・Ｒ ㈱トランジットジェネラルオフィス 東京都 一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー検定3級・大阪府ふぐ取扱登録
証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

宮崎県 都城西 Ｙ・Ｕ 辻学園栄養専門学校（進学） 大阪府 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許

その他 東呉大学 Ｔ・Ｋ ビストロハシ 大阪府 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許

その他 北京語言大学 Ｙ・Ｒ ㈱魚国総本社 大阪府 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許
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大阪府 英真学園 Ｉ・Ｒ ㈱東急リゾートサービス 神奈川県 一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・
［国家資格］調理師免許・専門士

大阪府 英真学園 Ｓ・Ｊ ㈱コズミックダイナー 大阪府 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・専門士

大阪府 英真学園 Ｙ・Ｒ 大阪セント・レジス・ホテル㈱ 大阪府 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

大阪府 園芸 Ｋ・Ｒ ㈱プラネット 大阪府
大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

大阪府 興國 Ｔ・Ｓ 西洋フード・コンパスグループ㈱ 東京都 一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・公
益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許・専門士

大阪府 金光藤蔭 Ｋ・Ｊ たいきうどん 大阪府 ［国家資格］調理師免許・専門士

大阪府 金光藤蔭 Ｈ・Ｒ 中華旬彩　森本 大阪府 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許・専門士

大阪府 金光藤蔭 Ｈ・Ｔ ル・ポンドシェル 大阪府 大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・［国家資格］調理師免許・専門士

大阪府 香里丘 Ｋ・Ａ トラットリアパッパ 大阪府 大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・［国家資格］調理師免許・専門士

大阪府 守口東 Ｍ・Ｙ ㈱穂の河 大阪府
大阪府ふぐ取扱登録証・一般社団法人　日本ホテル・レストランサービス技能協会レストランサー
ビス技能検定3級・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許・
専門士

大阪府 昇陽 Ｓ・Ｈ ㈱高台寺 京都府
大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

大阪府 常翔啓光学園 Ｙ・Ｉ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府
大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

大阪府 吹田 Ｙ・Ｈ エームサービス㈱ 東京都
一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス2級・一
般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・公益
社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許・専門士

大阪府 吹田東 Ｓ・Ｙ 鉄板焼き　祇園カーフ 京都府
一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス2級・一
般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・公益
社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許・専門士

大阪府 清明学院 Ｋ・Ｈ ㈱東急リゾートサービス 東京都 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許・専門士
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大阪府 生野工業 Ｋ・Ｓ ㈱ケイクール 大阪府
一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス2級・一
般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・公益
社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・専門士

大阪府 大冠 Ｕ・Ｍ ホテルモントレ㈱ 大阪府 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

大阪府 追手門学院 Ｔ・Ｒ ㈱東急リゾートサービス 東京都 一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・大
阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・専門士

大阪府 東大阪大学柏原 Ｓ・Ｒ 麵屋　和 兵庫県 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許・専門士

大阪府 東大阪大学柏原 Ｔ・Ｅ ㈱浜木綿 愛知県 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許・専門士

大阪府 東大阪大学柏原 Ｕ・Ｅ 辻学園栄養専門学校（進学） 大阪府
大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・一般社団法人　日本ホテル・レストランサービス技能協会レストランサービ
ス技能検定3級・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・専門士

大阪府 東大阪大学柏原 Ｋ・Ｓ ポンテベッキオ 大阪府 大阪府ふぐ取扱登録証・専門士

大阪府 東淀川 Ｓ・Ｋ ㈱ニュー・オータニ 東京都
大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

大阪府 桃谷 Ｉ・Ｒ 西洋フード・コンパスグループ㈱ 東京都
大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

大阪府 日新 Ｅ・Ｋ エームサービス㈱ 東京都
大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

大阪府 農芸 Ｙ・Ｊ エームサービス㈱ 東京都 一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・公
益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許・専門士

大阪府 飛鳥未来　大阪キャンパス Ｕ・Ｈ ㈱なだ万 東京都
大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

大阪府 飛鳥未来　大阪キャンパス Ｙ・Ｈ ㈱浜木綿 愛知県 一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・
［国家資格］調理師免許・専門士

大阪府 飛鳥未来　大阪キャンパス Ｆ・Ｋ ㈱オリンピア 東京都
大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス2級・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力
検定ジョブパス3級・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許・
専門士

大阪府 箕面学園 Ｈ・Ｒ 伊丹シティホテル㈱ 兵庫県 ［国家資格］調理師免許・専門士
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大阪府 箕面学園 Ｔ・Ｎ ㈱オリンピア 東京都 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

大阪府 門真なみはや Ａ・Ｋ ㈱NESTA RESORT 兵庫県
大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

和歌山県 田辺工業 Ｏ・Ｒ ㈱東急リゾートサービス 東京都 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

和歌山県 箕島 Ｔ・Ｔ 辻学園調理・製菓専門学校 大阪府
大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー検定3
級・一般社団法人　日本ホテル・レストランサービス技能協会レストランサービス技能検定3級・公
益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許・専門士

和歌山県 有田中央 Ｕ・Ｍ リゾートトラスト㈱ 愛知県 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

和歌山県 有田中央 Ｍ・Ｋ 京都ブライトンホテル 京都府
大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

兵庫県 篠山産業 Ｎ・Ｙ ホテル日航大阪 大阪府 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・専門士

兵庫県 神戸弘陵学園 Ｙ・Ｙ 宝塚　しば田 兵庫県 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

愛知県 成章 Ｏ・Ｔ ホテル日航プリンセス京都 京都府 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

三重県 名張 Ｏ・Ｙ ㈱南海グリル 大阪府 一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能力検定ジョブパス3級・大
阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・専門士

京都府 京都精華学園 Ｋ・Ｍ （医）徳洲会　宇治徳洲会病院 京都府 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許・専門士

鳥取県 鳥取城北 Ｈ・Ｓ ふる里 兵庫県 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

島根県 益田東 Ｎ・Ｒ ロイヤルインフライトケイタリング㈱ 大阪府 公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免許・専門士

岡山県 明誠学院 Ｔ・Ｋ グランビア岡山 岡山県
大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

その他 既卒 Ｃ・Ｋ ㈱美濃吉 京都府
大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士
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その他 既卒 Ｄ・Ｋ 彦根キャッスルホテル 滋賀県 大阪府ふぐ取扱登録証・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士

その他 既卒 Ｃ・Ｋ ㈱高台寺 京都府
大阪府ふぐ取扱登録証・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネス能
力検定ジョブパス3級・公益社団法人　全国調理師養成施設協会技術考査・［国家資格］調理師免
許・専門士
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大阪府 ルネサンス大阪 Ｕ・Ｋ スイスホテル大阪南海㈱ 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

大阪府 金光藤蔭 Ｎ・Ｓ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

大阪府 金光藤蔭 Ａ・Ｆ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

大阪府 金光藤蔭 Ｋ・Ｋ エクチュア蔵本店 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

大阪府 高石 Ｏ・Ｍ よしみ会泉北園百寿荘 大阪府 一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー検定3級・［国家資格］製菓衛生
師受験資格

大阪府 堺西 Ｈ・Ｍ 自然焙煎工房カフェ 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

大阪府 商業大学堺 Ｙ・Ｓ ㈱フロレスタ 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

大阪府 扇町総合 Ｔ・Ｎ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

大阪府 大阪青凌 Ｓ・Ｙ エムディフード㈱ 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

大阪府 大阪府立長尾 Ｉ・Ｓ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

大阪府 大阪府立東住吉 Ｕ・Ｓ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

大阪府 大阪府立東住吉 Ｏ・Ａ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

大阪府 長尾谷 Ｉ・Ｓ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

大阪府 長尾谷 Ｈ・Ｓ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー検定3級・［国家資格］製菓衛生
師受験資格

大阪府 汎愛 Ｔ・Ｋ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格
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大阪府 北かわち皐が丘 Ｉ・Ｈ パティスリー＆カフェデリーモ 京都府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

大阪府 北かわち皐が丘 Ｓ・Ｎ ㈱コカルド 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

兵庫県 川西北陵 Ｋ・Ｍ 辻学園栄養専門学校（進学） 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

兵庫県 淡路三原 Ｆ・Ｃ 辻学園栄養専門学校（進学） 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

兵庫県 東灘 Ｕ・Ｓ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

京都府 京都すばる Ｎ・Ｍ 大阪セント・レジス・ホテル㈱ 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

京都府 洛陽総合 Ｔ・Ｅ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

奈良県 磯城野 Ｎ・Ａ ㈱フジオフーズシステム 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

奈良県 飛鳥未来 奈良本校 Ｍ・Ｋ パティスリーマルキーズ 福島県 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

和歌山県 笠田（和歌山県：県立） Ｍ・Ｙ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 一般財団法人　日本ユニバーサルマナー協会ユニバーサルマナー検定3級・［国家資格］製菓衛生
師受験資格

和歌山県 和歌山県立笠田 Ｕ・Ｋ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

山形県 山形学院 Ｋ・Ｎ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

滋賀県 東大津 Ｎ・Ｈ ホテルピエナ神戸 兵庫県 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

鳥取県 米子南 Ｙ・Ｋ 辻学園栄養専門学校（進学） 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格

広島県 広島県立庄原実業 Ｋ・Ｃ 辻学園調理・製菓専門学校（進学） 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格
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大阪府 プール学院 Ｕ・Ａ ㈱エムズフードアンドライフ 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師受験資格・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビ
ジネス能力検定ジョブパス3級・専門士

大阪府 英真学園 Ｍ・Ｎ ㈲シェ三宅 大阪府 専門士

大阪府 金光藤蔭 Ｅ・Ｒ NEWLY BORN 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・専門士

大阪府 好文学園女子 Ｋ・Ａ パティスリーベルン 兵庫県 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士

大阪府 咲くやこの花 Ａ・Ｓ ㈱カフェ 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・専門士

大阪府 咲くやこの花 Ｉ・Ｋ ㈱yokys entertainment 兵庫県 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士

大阪府 山本 Ｕ・Ｎ リクロー㈱ 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士

大阪府 鹿島学園　大阪あべのＮＥＴキャンパス Ｋ・Ｎ ㈱良品計画 東京都 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士

大阪府 信太 Ｈ・Ｓ ㈱麦の穂 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士

大阪府 吹田東 Ｙ・Ｈ エコール・クリオロ 東京都 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士

大阪府 太成学院大学 Ｓ・Ｎ GHS㈱ 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・専門士

大阪府 飛鳥未来　大阪キャンパス Ｉ・Ｎ ㈱ハトヤ瑞鳳閣 京都府 ［国家資格］製菓衛生師免許・専門士

大阪府 布施 Ｔ・Ｍ ㈱近鉄・都ホテルズ 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・専門士

大阪府 福井 Ｎ・Ｙ ㈱ブールミッシュ 東京都 ［国家資格］製菓衛生師免許・専門士

大阪府 北かわち皐が丘 Ｓ・Ｈ ㈱オン・ザ・テーブル 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・専門士
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大阪府 北摂つばさ Ｙ・Ｋ ㈲五感 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・専門士

大阪府 枚岡樟風 Ｊ・Ｓ DIY CAFE 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士

大阪府 夕陽丘 Ｉ・Ｓ 名古屋スイーツ＆カフェ専門学校（就職） 愛知県 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士

奈良県 五條 Ｍ・Ｈ パティスリークリアン 奈良県 ［国家資格］製菓衛生師免許・専門士

奈良県 榛生昇陽 Ｋ・Ｋ CHAMI 奈良県 ［国家資格］製菓衛生師免許・専門士

奈良県 奈良女子 Ａ・Ｙ ㈱ピソラ 滋賀県 ［国家資格］製菓衛生師受験資格・専門士

奈良県 奈良文化 Ｔ・Ｙ ステラリュヌ 奈良県 専門士

奈良県 飛鳥未来　奈良本校 Ｔ・Ｓ 川端風太郎 奈良県 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士

兵庫県 姫路 Ｙ・Ｅ ㈱project Linseme 兵庫県 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士

兵庫県 兵庫商業 Ｋ・Ｃ ソビノワ 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士

兵庫県 明石清水 Ｆ・Ｒ パティスリーモンプリュ 兵庫県 ［国家資格］製菓衛生師免許・専門士

福井県 美方 Ｍ・Ｆ ㈱カラビナフードサーヴィス 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士

福井県 福井工業大学附属福井 Ｅ・Ｍ ㈲ルジャンドル 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士

京都府 京都文教 Ｈ・Ｓ ㈱ザックエンタープライズ 京都府 専門士

京都府 東舞鶴 Ｆ・Ｙ ㈲ハンブルグ 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・専門士
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三重県 名張 Ｓ・Ｍ ㈱jidoriya 滋賀県 ［国家資格］製菓衛生師免許・専門士

和歌山県 橋本 Ｔ・Ｙ イデミ・スギノ 東京都 ［国家資格］製菓衛生師免許・専門士

岡山県 西大寺 Ａ・Ｍ ㈱インジェクターイーユナイテッド 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士

広島県 安芸 Ｍ・Ｋ ㈱フローレンス 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士

高知県 高知西 Ｏ・Ｒ ㈱ビオスタイル 京都府 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士

鹿児島県 屋久島おおぞら＜通信制＞ Ｎ・Ｃ ㈲五感 大阪府 ［国家資格］製菓衛生師免許・一般財団法人　職業教育・キャリア教育財団文部科学省後援ビジネ
ス能力検定ジョブパス3級・専門士
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