
北海道 クラーク記念国際　札幌白石キャンパス Ｓ・Ｋ WITH 北海道
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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 とわの森三愛 Ｓ・Ｋ ㈱janis Lab　JANIS EYELASH 北海道
一般社団法人　日本カラーコーディネーター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・一般財団法人　京都き
もの伝承文化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 旭川永嶺 Ｔ・Ａ ㈱EARTH.　EARTH 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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・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

北海道 旭川大学 Ｋ・Ｍ ㈱anemone　リコリトル 北海道

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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 旭川農業 Ｔ・Ａ ㈱ネクストリンク　Angelica Michelle 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試
験　合格・専門士

北海道 旭川明成 Ｋ・Ｙ ㈱ネクストリンク　Angelica Michelle 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・一般財団法人　京都きも
の伝承文化協会3級きもの講師・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
理容美容教育センターABEまつ毛エクステンションAssistantdirector・厚生労働省美容師国家試
験　合格・専門士

北海道 伊達 Ｙ・Ｔ ㈱ティアンドケイ　Ley 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生
労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 海星学院 Ｍ・Ｓ ㈱田中ビュー　キングダム 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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 海星学院 Ｓ・Ｍ ㈱ジュネス 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試
験　合格・専門士

北海道 岩見沢西 Ｙ・Ａ エクサ㈱ 北海道

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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 倶知安 Ｈ・Ｙ ㈱田谷　TAYA 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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 駒澤大学附属苫小牧 Ｙ・Ｋ ㈱グランレーブ 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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 恵庭北 Ｔ・Ｙ ㈱エターナル　アフロート 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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 恵庭北 Ｙ・Ｒ ㈱フォルテ 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・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3級きもの講師・厚生
労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 砂川 Ｏ・Ａ ㈱kurumi　NEON'S 北海道

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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・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・専門士
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北海道 札幌英藍 Ｏ・Ｍ 資生堂ジャパン㈱　LAURAMERCIER 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌丘珠 Ａ・Ｈ （同）シグナム　バド＆シグナム 北海道
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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌啓成 Ｍ・Ｈ ㈲ジャスティス　wave's 埼玉県
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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・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

北海道 札幌工業 Ｓ・Ｍ ㈱田谷　TAYA 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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・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

北海道 札幌国際情報 Ｔ・Ｈ MUKU&ROSTAR　ROSTAR 北海道
一般社団法人　日本カラーコーディネーター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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌山の手 Ｔ・Ｍ ㈱エイエフシー　クラップス 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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌山の手 Ｋ・Ｈ Lull 北海道

一般社団法人　日本カラーコーディネーター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3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌真栄 Ｓ・Ａ UTA 北海道
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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生
労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌真栄 Ｔ・Ｈ 美容室ポーラ 北海道
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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌真栄 Ｉ・Ｍ ㈱ノースグラフィック　STILL 北海道

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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌真栄 Ｙ・Ｋ ㈱Number9　NUMBER NINE 北海道

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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌真栄 Ｎ・Ｒ ㈱indihgo　ivory 北海道

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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・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・専門士

北海道 札幌真栄 Ｍ・Ａ HAIRDESIGNERS CREW dolphin 北海道

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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌西陵 Ｓ・Ｓ maile Beauty Space　maile 北海道
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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌静修 Ｉ・Ｒ ㈱ジャロ　モリオフロムロンドン 北海道
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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士
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北海道 札幌創成 Ｍ・Ｆ ㈱センティック　SKNOW 北海道
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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌大谷 Ｋ・Ｃ ㈱janis Lab　JANIS EYELASH 北海道

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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試
験　合格・専門士

北海道 札幌南陵 Ｋ・Ｙ ㈱janis Lab　JANIS EYELASH 北海道

一般社団法人　日本カラーコーディネーター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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試
験　合格・専門士

北海道 札幌白石 Ｙ・Ｋ ㈱storage　ファブリカヘアデザインテイラー 北海道
一般社団法人　日本カラーコーディネーター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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌北陵 Ｎ・Ｔ Ｈ・company　ロイジー 北海道

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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・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・専門士

北海道 市立札幌清田 Ａ・Ｎ dot tokyo color 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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

北海道 市立札幌清田 Ｉ・Ｍ ㈱デイバイデイ　DAYBYDAY 千葉県

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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・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・専門士

北海道 市立札幌藻岩 Ｓ・Ｓ ラ・ボー美容室㈱　Labo本店 北海道

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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・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・専門士

北海道 小樽商業 Ｎ・Ｃ UTA 北海道
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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・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

北海道 森 Ｋ・Ｍ ㈱ラ・リューンドゥース　hair resort Ai 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 帯広南商業 Ｋ・Ｈ リタ㈱　リタ 埼玉県

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　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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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

北海道 帯広緑陽 Ａ・Ｙ ㈱Dcrews　La fith hair group 北海道

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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・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・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 稚内 Ｔ・Ｒ ㈱センティック　SKNOW 北海道
一般社団法人　日本カラーコーディネーター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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 稚内大谷 Ｉ・Ｍ ㈱みやうち 北海道

一般社団法人　日本カラーコーディネーター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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試
験　合格・専門士

北海道 東海大学付属札幌 Ｉ・Ｓ ㈱センティック　SKNOW 北海道
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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士
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北海道 苫小牧西 Ｗ・Ａ VENTCLOUD 奈良県

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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 函館商業 Ｗ・Ｔ ㈱グランレーブ　グランレーブ 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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 美幌 Ｆ・Ｎ ㈲ヘアーショップ新世界　アールモンドヘア新世界 北海道

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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 北海道文教大学明清 Ｉ・Ｙ ㈱MOPS　MOPS 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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 北見藤女子 Ｕ・Ｋ ㈱芭里絵　バリエ 北海道

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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 北見藤女子 Ｍ・Ａ ㈱芭里絵　バリエ 北海道

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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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

北海道 北広島 Ｋ・Ｗ ㈱リビアス 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・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3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 網走桂陽 Ｎ・Ａ ㈱センティック　SKNOW 北海道

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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 野幌 Ｋ・Ｋ Moncheri 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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 野幌 Ｓ・Ｒ ㈱ジャロ　モリオフロムロンドン 北海道

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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

その他 既卒 Ｋ・Ｓ ㈱デイバイデイ　DAYBYDAY 千葉県

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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

その他 既卒 Ｇ・Ａ エクセレント 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・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3級きもの講師・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・厚生労働省美容師国家試
験　合格・専門士
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北海道 とわの森三愛 Ｎ・Ｍ コーセー化粧品販売㈱　ADDICTION 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・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　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
財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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

北海道 旭川東 Ｎ・Ｎ TBCグループ㈱ 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・一般社団法人　日本エステティック業協会AEA上級認定エステティシャン・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・専門士

北海道 旭川農業 Ｎ・Ｒ ㈱ライフビューティー　Nail Bar 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・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ジェルネイル検定初級・一般財団法人　京都きもの伝承文
化協会3級きもの講師・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・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ネイルサロン衛生管理士・専門士

北海道 旭川明成 Ｏ・Ｈ ㈱ファイブスター TRUNAIL 福岡県

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・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2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・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・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ネイルサロン衛生管理士・専門士

北海道 伊達緑丘 Ｓ・Ｎ DLAW nail 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・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2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・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ネイルサロン衛生管理士・専門士

北海道 遺愛女子 Ｎ・Ｒ TBCグループ㈱ 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・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・一般財団法人　京都
きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日本エステティック業協会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・専門士

北海道 岩見沢西 Ｏ・Ａ ㈱Find a way　Nail Mix 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・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2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・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・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ネイルサロン衛生管理士・専門士

北海道 岩見沢農業 Ｋ・Ｋ ㈱イービーエム 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・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・一般財団法人　京
都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日本エステティック業協会AEA上級認定
エステティシャン・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

北海道 恵庭北 Ｔ・Ｍ TBCグループ㈱ 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日
本エステティック業協会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・専門士

北海道 広尾 Ｙ・Ｅ ㈱ニューアート・ヘルス＆ビューティー 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・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・公益社団法人　日本アロマ環境協会アロマテラピー
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2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・一般社団法人　日本エステティック業協会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・CIDESCOCIDESCOインターナショナルエステティシャン　合格・専門士

北海道 江別 Ｉ・Ａ ㈱下妻商店 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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

北海道 江別 Ｆ・Ｍ 札幌ビューティーアート専門学校　美容研究科（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・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定初級・一般財団法人　京都きもの
伝承文化協会3級きもの講師・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2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ジェルネイル検定上級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・専門士

北海道 札幌あすかぜ Ｇ・Ｙ ㈱アルビオン 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・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　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
財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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

北海道 札幌あすかぜ Ａ・Ｓ TBCグループ㈱ 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日本エステ
ティック業協会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AJESTHE認定上級エステティシャン・専門士

北海道 札幌稲雲 Ｔ・Ｓ ㈱ソシエ・ワールド 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・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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定2級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きも
の講師・一般社団法人　日本エステティック業協会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・CIDESCOCIDESCOインターナショナルエステティシャン　合格・専門士
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トータルビューティー科

札幌ビューティーアート専門学校　2020



北海道 札幌英藍 Ｓ・Ｍ 札幌ビューティーアート専門学校　美容研究科（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・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・一般財団法人　京都
きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日本エステティック業協会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・専門士

北海道 札幌丘珠 Ｉ・Ｎ ピアス㈱　セルレ札幌北広島店 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・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・一般財団法人　京都
きもの伝承文化協会3級きもの講師・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2級・専門士

北海道 札幌厚別 Ｓ・Ｈ コーセー化粧品販売㈱ 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・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　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
財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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

北海道 札幌厚別 Ｈ・Ｓ ㈱ソシエ・ワールド 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日本エステ
ティック業協会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AJESTHE認定上級エステティシャン・専門士

北海道 札幌山の手 Ｎ・Ａ シャネル（同） 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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

北海道 札幌山の手 Ｓ・Ｈ 札幌ビューティーアート専門学校　美容研究科（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・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2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・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ネイルサロン衛生管理士・専門士

北海道 札幌新陽 Ｈ・Ｓ TBCグループ㈱ 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日
本エステティック業協会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・専門士

北海道 札幌真栄 Ｋ・Ｍ ELCジャパン㈱　Too Faced 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　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
財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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

北海道 札幌静修 Ｓ・Ｒ 資生堂ジャパン㈱　NARS 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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

北海道 札幌静修 Ｓ・Ｙ ㈱ニューアート・ヘルス＆ビューティー 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日
本エステティック業協会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・専門士

北海道 札幌東商業 Ｔ・Ａ コーセー化粧品販売㈱ 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・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　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　日本エステティック協会認定ボディエステティシャン・一般財団法人　京都きもの伝承文化
協会3級きもの講師・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

北海道 札幌東商業 Ｉ・Ｃ ㈱エム・シーネットワークスジャパン　銀座カラー 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・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・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　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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協
会3級きもの講師・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

北海道 札幌東豊 Ｈ・Ｙ ㈱Find a way　Nail Mix 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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・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ネイルサロン衛生管理士・専門士

北海道 札幌東陵 Ｓ・Ｍ ㈱RAJA　ベストハーブス 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日本エステ
ティック業協会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・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

北海道 札幌南陵 Ｋ・Ｈ H＆M（アパレル） 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・専門士
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北海道 札幌南陵 Ｎ・Ｋ ㈱札幌丸井三越　シュウウエムラ 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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

北海道 札幌南陵 Ｉ・Ｍ NailSalon Nancy 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・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2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・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ネイルサロン衛生管理士・専門士

北海道 札幌南陵 Ｙ・Ｓ ㈱ネイルデザイン　Prish 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・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2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・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ネイルサロン衛生管理士・専門士

北海道 札幌白石 Ｔ・Ｋ NailSalon Nancy 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・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2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・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ネイルサロン衛生管理士・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

北海道 札幌平岡 Ｓ・Ｔ ㈱PMKメディカルラボ 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般
社団法人　日本エステティック業協会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・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

北海道 士別翔雲 Ｎ・Ｍ ㈱Find a way　Nail Mix 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・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2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・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ネイルサロン衛生管理士・専門士

北海道 市立札幌啓北商業 Ｋ・Ａ ELCジャパン㈱　M・A・C事業部 大阪府

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・一般財団法人　京都
きもの伝承文化協会3級きもの講師・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

北海道 市立札幌新川 Ｓ・Ａ ㈱ニューアート・ヘルス＆ビューティー 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・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・一般財団法人　京
都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日本エステティック業協会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
AJESTHE認定上級エステティシャン・CIDESCOCIDESCOインターナショナルエステティシャン　合格・専門士

北海道 市立札幌新川 Ｏ・Ｒ ㈱グッドスタイルカンパニー　ベル　ルミエール 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・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・一般財団法人　京都
きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日本エステティック業協会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・専門士

北海道 市立札幌平岸 Ｏ・Ｈ TBCグループ㈱ 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日本エステティック業協
会AEA上級認定エステティシャン・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・専門士

北海道 市立札幌平岸 Ｔ・Ｙ 資生堂ジャパン㈱　LAURAMERCIER 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・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　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　
日本エステティック協会認定ボディエステティシャン・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・日
本ダイエット健康協会ダイエット検定2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・専門士

北海道 室蘭清水丘 Ｈ・Ｍ 東京ビューティーアート専門学校　美容研究科（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・一般財
団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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

北海道 小樽商業 Ｔ・Ｈ ㈱イービーエム 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　日本カラーコーディネーター協会パーソ
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・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3級きもの講師・一般社団法人　日本エステティック業協会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・専門士

北海道 石狩南 Ｍ・Ｓ ㈱不二ビユーティ 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・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定
2級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日本エステティック業協会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
AJESTHE認定上級エステティシャン・CIDESCOCIDESCOインターナショナルエステティシャン　合格・専門士

北海道 石狩翔陽 Ｃ・Ａ パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン㈱ 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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
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北海道 千歳北陽 Ｋ・Ａ LOGIC NAIL 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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ネイルサロン衛生管理士・専門士

北海道 稚内大谷 Ｙ・Ｍ ㈱スリムビューティハウス 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日
本エステティック業協会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・専門士

北海道 東海大学付属札幌 Ｗ・Ｈ ELCジャパン㈱　M・A・C事業部 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　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・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

北海道 苫小牧総合経済 Ｏ・Ｋ ㈱大丸松坂屋百貨店　IPSA 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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

北海道 奈井江商業 Ｈ・Ａ 札幌ビューティーアート専門学校　美容研究科（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・
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　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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・日本ダイエッ
ト健康協会ダイエット検定2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・専門士

北海道 函館大学付属柏稜 Ｓ・Ｃ TBCグループ㈱ 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日本
エステティック業協会AEA上級認定エステティシャン・専門士

北海道 富川 Ｈ・Ｍ パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン㈱ 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・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　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
財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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

北海道 富良野 Ｎ・Ａ ㈱JBクリエイティブ　Professional Nail Salon LAVIAS 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・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ジェルネイル検定初級・一般財団法人　京都きもの
伝承文化協会3級きもの講師・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2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ジェルネイル検定上級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・専門士

北海道 北海学園札幌 Ｔ・Ｙ ハリウッド㈱　ハリウッド化粧品 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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2級・専門士

北海道 北見柏陽 Ａ・Ａ ㈱美・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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日
本エステティック業協会AEA上級認定エステティシャン・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・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

北海道 北広島 Ｔ・Ｙ ㈱森ビルホスピタリティコーポレーション 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日本エステティック業協会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
AJESTHE認定上級エステティシャン・CIDESCOCIDESCOインターナショナルエステティシャン　合格・専門士

北海道 北広島西 Ｋ・Ｈ ㈱ケンジ　レイビス 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日
本エステティック業協会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・専門士

北海道 北広島西 Ｆ・Ａ L'Allure　LAD×Newdeal 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・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2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・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・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ネイルサロン衛生管理士・専門士

北海道 北広島西 Ｎ・Ｋ ㈱Francfranc 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・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ジェルネイル検定初級・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・一般財団
法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・日本ダイエット健康協会ダイエット検定2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　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・専門士

北海道 霧多布 Ａ・Ｒ ㈱ニューアート・ヘルス＆ビューティー 大阪府

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・一般財団法人　京都
きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日本エステティック業協会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・専門士
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北海道 野幌 Ｓ・Ｒ ㈱東急百貨店　シャネル 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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

北海道 有朋 Ｋ・Ｎ ㈱anemone　Corte by little 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・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検
定初級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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2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ネイルサロン衛生管理士・専門士

その他 既卒 Ｋ・Ａ ㈱セドナエンタープライズ　脱毛ラボ札幌店 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日本エステ
ティック業協会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・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

その他 既卒 Ｋ・Ａ Nail Salon Wiz 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・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検
定初級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・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2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ネイルサロン衛生管理士・専門士

その他 既卒 Ｗ・Ｎ TBCグループ㈱ 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　日
本エステティック業協会AEA上級認定エステティシャン・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・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

その他 既卒 Ｙ・Ｎ ㈱ニューアート・ヘルス＆ビューティー 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・一般社団法人　
日本エステティック業協会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・CIDESCOCIDESCOインターナショナルエステティシャン　合格・専門士
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北海道 音更 Ａ・Ｋ 美容室CRAVE 北海道
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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 釧路商業 Ｓ・Ｍ ㈱ニューオーダー　メイカ 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生
労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌あすかぜ Ｓ・Ｈ ㈱Number9　ウッドストック 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生
労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌稲雲 Ｍ・Ｋ ㈱janis Lab　JANIS EYELASH 北海道
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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌月寒 Ｋ・Ｒ ㈱アッシュ　Ash 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・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・一般財
団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・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

北海道 札幌厚別 Ｆ・Ｍ Lapis㈱　ラピス 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌静修 Ｊ・Ｋ ㈱資生堂　SHISEIDO 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌東豊 Ｓ・Ｍ ㈱ザ・キッド　グランディーヌGLAMDINE 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 札幌白石 Ｍ・Ｍ ㈱エルエスモード　ビュートリアム 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・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

北海道 札幌白石 Ｙ・Ｃ ㈱anemone　リコリトル札幌駅前 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2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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 鹿島朝日　札幌キャンパス Ｄ・Ｈ ㈱リビアス　リビラッシュ 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 帯広南商業 Ｉ・Ｒ ㈱シーホースジャパン 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 登別明日中等教育学校 Ｋ・Ｈ 美容室SHIMA　SHIMA 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・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

北海道 東海大学付属札幌 Ｍ・Ａ ㈱レスポアール 北海道
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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 飛鳥未来　札幌キャンパス Ｏ・Ｈ ELCジャパン㈱　M・A・C事業部 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・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
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北海道 豊富 Ｃ・Ｒ ㈱リビアス　リビラッシュ 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・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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 北海道文教大学明清 Ｍ・Ｋ パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン㈱　クリスチャンディオール 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 北見商業 Ｔ・Ｋ ㈱リビアス　リビラッシュ 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・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・一般財
団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 北見柏陽 Ｋ・Ｒ ㈱MEDICIJAPAN-Tokyo　PALAN 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 北広島西 Ｓ・Ｈ ㈱J.C.B.JAPON　BIGUINE PARIS 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・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準1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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 北広島西 Ｍ・Ａ ピアス㈱　ケサランパサラン 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 北星学園大学附属 Ｓ・Ｍ バンクンメイ㈱　アン・シャーリー 兵庫県
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2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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

北海道 網走南ヶ丘 Ｈ・Ｋ シャネル合同会社　シャネル 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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・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

北海道 羅臼 Ｓ・Ｒ ピアス㈱　ケサランパサラン 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・一般財団法人　京都きも
の伝承文化協会3級きもの講師・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

その他 既卒 Ｍ・Ｋ 進学

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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会3級きもの講師・厚生労
働省美容師国家試験　合格・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
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北海道 クラーク記念国際　札幌白石キャンパス Ｈ・Ａ ㈱レスイズモア　Li's produced by Lim 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・厚生労働省美容師国
家試験　合格・専門士

北海道 遠軽 Ｋ・Ａ ㈱Ｐ・Ｓ・Ｑ　a-nine 北海道 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・厚生労働省美容師国
家試験　合格・専門士

北海道 恵庭北 Ｉ・Ｙ ㈱NIELLE LA'BO 北海道 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・厚生労働省美容師国
家試験　合格・専門士

北海道 札幌英藍 Ｓ・Ａ ㈱ソシエ・ワールド 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・厚生労働省美容師国
家試験　合格・専門士

北海道 札幌丘珠 Ａ・Ｒ ㈱シーホースジャパン 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・厚生労働省美容師国
家試験　合格・専門士

北海道 札幌啓成 Ｋ・Ｓ deicy nail&eyelash　渋谷店 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・厚生労働省美容師国
家試験　合格・専門士

北海道 札幌静修 Ｓ・Ａ ㈱TRIPLE-ef 神奈川県 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・厚生労働省美容師国
家試験　合格・専門士

北海道 石狩南 Ｉ・Ｍ ㈱リビアス　リビラッシュ 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・厚生労働省美容師国
家試験　合格・専門士

北海道 滝川 Ｉ・Ｒ ㈱ブロッサム　Blossom 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・厚生労働省美容師国
家試験　合格・専門士

北海道 美瑛 Ｕ・Ｒ ㈱シーホースジャパン 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・厚生労働省美容師国
家試験　合格・専門士

北海道 北海道登別明日中等教育学校 Ｉ・Ｙ 資生堂ジャパン㈱ 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・厚生労働省美容師国
家試験　合格・専門士

北海道 湧別 Ｏ・Ｒ ㈱ブロッサム　Blossom 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・厚生労働省美容師国
家試験　合格・専門士
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北海道 飛鳥未来　札幌キャンパス＜通信制＞ Ｈ・Ｓ ㈱HYKE 北海道 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・厚生労働省美容師国
家試験　合格・専門士
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