
神奈川県 KTCおおぞら高等学院　横浜キャンパス＜通信制＞ Ｔ・Ａ ㈱グラッシー 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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 みなと総合 Ｕ・Ｍ ㈱アースホールディングス 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・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

神奈川県 みなと総合 Ｓ・Ｎ 資生堂美容室㈱ 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・厚
生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 旭 Ｍ・Ｙ ㈱トニーズコレクション 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・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・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・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

神奈川県 綾瀬 Ｋ・Ｋ ㈱アースホールディングス 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・厚生労働省美容師国家試験　合
格・専門士

神奈川県 綾瀬 Ｕ・Ｍ ㈱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・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・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・日本トータルメイクアップ協会
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

神奈川県 綾瀬西 Ｍ・Ｋ 美容室Bar 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・厚生労働省美容師国家試験　合
格・専門士

神奈川県 綾瀬西 Ｓ・Ｒ ㈲コックス 神奈川県
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・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

神奈川県 磯子工業 Ｙ・Ｓ ㈱アースホールディングス 東京都 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

神奈川県 磯子 Ｓ・Ｙ ㈱ユニックス 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・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・日本トータルメ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

神奈川県 磯子 Ｋ・Ｒ ㈱ビューマインド 東京都

NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・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・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・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

神奈川県 荏田 Ｏ・Ｒ ㈱ティーシースペース 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・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

神奈川県 荏田 Ｎ・Ｙ Appias 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　日本カラーコーディネーター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

神奈川県 荏田 Ｈ・Ａ ㈱Neolive 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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 荏田 Ｓ・Ａ ㈱Fare 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・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・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・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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神奈川県 荏田 Ｓ・Ｓ ㈱M.SLASH HD 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・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・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・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

神奈川県 横浜旭陵 Ｓ・Ａ ㈱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・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

神奈川県 横浜清風 Ｋ・Ｈ ㈱アースホールディングス 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・厚生労働省美容師国家試験　合
格・専門士

神奈川県 横浜清風 Ｆ・Ｍ ㈱ネクストリンク 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・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・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

神奈川県 横浜創学館 Ｋ・Ａ ㈱ケンジ 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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 横浜立野 Ｓ・Ａ ㈱オニカム 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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 釜利谷 Ｙ・Ａ （同）ベリンダ 神奈川県 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・専門士

神奈川県 茅ヶ崎西浜 Ｋ・Ｋ ㈱アースホールディングス 東京都 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

神奈川県 茅ケ崎西浜 Ｙ・Ｍ ㈲アーネスト 神奈川県 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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 希望ケ丘 Ｋ・Ｍ flamme 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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 橋本 Ｅ・Ｍ ㈲髪遊び 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・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 光明学園相模原 Ｏ・Ｙ ㈱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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 光明学園相模原 Ｎ・Ｋ ㈱アースホールディングス 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　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

神奈川県 光明学園相模原 Ｉ・Ｓ ㈲髪遊び 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　日本カラーコーディネーター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・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

神奈川県 光明学園相模原 Ａ・Ｍ ㈱エム・ワイ・ケー 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・厚
生労働省美容師国家試験　合格・専門士
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神奈川県 厚木商業 Ｓ・Ｎ ㈱ケンジ 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　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

神奈川県 港北 Ｋ・Ｒ ㈱アイ・ビー・シー 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・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

神奈川県 座間総合 Ｍ・Ｙ ㈱Violet 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　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

神奈川県 札幌北斗 Ｉ・Ｎ Hair&eyelash PLAIN 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　日本カラーコーディネーター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・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

神奈川県 三浦学苑 Ａ・Ｙ ㈲髪遊び 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・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

神奈川県 三浦学苑 Ｕ・Ｍ ㈱ユニックス 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　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

神奈川県 三浦臨海 Ｉ・Ａ ㈱Neolive 神奈川県

NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・公益財団法人　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・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

神奈川県 住吉 Ｋ・Ｍ （同）ベリンダ 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　日本カラーコーディネーター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・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

神奈川県 小田原城東 Ｈ・Ｃ ㈱ナンバーワン 神奈川県

NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・公益財団法人　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・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

神奈川県 小田原東 Ｙ・Ｓ ㈱ケンジ 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・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・日本トータルメ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

神奈川県 湘南学院 Ｉ・Ｅ ㈱アースホールディングス 福岡県
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・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

神奈川県 湘南学院 Ｋ・Ｊ ㈱アースホールディングス 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・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

神奈川県 湘南学院 Ｓ・Ｒ mer 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　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

神奈川県 湘南学院 Ｍ・Ｎ ㈱エキップ 東京都
一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・日本トータルメ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

神奈川県 湘南学院 Ｙ・Ｎ ㈱ケンジ 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・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

3

県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

美容科

横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　2020



神奈川県 湘南学院 Ｙ・Ｈ ㈱ケンジ 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・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

神奈川県 湘南学院 Ｉ・Ｎ ㈱フィット　イット 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・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 湘南学園 Ｕ・Ｎ ㈱ケンジ 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・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

神奈川県 湘南工科大学附属 Ｍ・Ａ コムズヘアー 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・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

神奈川県 湘南工科大学附属 Ｋ・Ｍ ㈱バンビちゃんのお目目 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・NPO法
人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会
パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネ
イリスト技能検定3級・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・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

神奈川県 湘南台 Ｎ・Ｙ ㈱アースホールディングス 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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 上鶴間 Ｓ・Ｓ ㈱アースホールディングス 東京都 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

神奈川県 上矢部 Ｙ・Ａ ㈱ユーフォリア 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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 上矢部 Ｔ・Ｍ ㈱セレーネ 香川県

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・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・一般社団法人　日本カラー
コーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・公益財団法人　日本ネイ
リスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・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3級・厚生労働省美容
師国家試験　合格・専門士

神奈川県 城郷 Ｎ・Ｒ ㈱アースホールディングス 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・厚生労働省美容師国家試験　合
格・専門士

神奈川県 城山 Ｓ・Ｙ ㈱CHELUMO 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　日本カラーコーディネーター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・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

神奈川県 城山 Ｆ・Ｍ ㈱OF-HEARTS 神奈川県

NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公
益財団法人　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・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・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・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

神奈川県 新栄 Ｍ・Ｋ ㈱M.SLASH HD 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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 神奈川工業 Ｅ・Ｄ ㈱夢人 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・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 神奈川総合 Ｆ・Ｎ ㈱MKT 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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神奈川県 神奈川朝鮮中高級学校 Ｏ・Ａ ㈱アースホールディングス 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・厚生労働省美容師国家試験　合
格・専門士

神奈川県 秦野 Ｋ・Ｍ ㈱M.SLASH HD 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　日本カラーコーディネーター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・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

神奈川県 秦野曽屋 Ａ・Ｎ ㈱トイボックスエージェント 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・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 逗子 Ｓ・Ｋ ㈱ユニックス 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

神奈川県 瀬谷西 Ｉ・Ｒ ㈱ケンジ 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・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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 川崎総合科学 Ｎ・Ｒ ㈱アースホールディングス 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・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

神奈川県 川崎北 Ｙ・Ｙ ㈱HAIR 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・厚
生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 相模原青陵 Ｎ・Ｓ ㈱アースホールディングス 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・厚生労働省美容師国家試験　合
格・専門士

神奈川県 相洋 Ｎ・Ｙ ㈱アースホールディングス 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・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

神奈川県 大井 Ａ・Ｋ ㈱Total Beauty Relax 神奈川県

NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・公益財団法人　実務技能検定協会サービ
ス接遇検定3級・公益財団法人　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・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・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・専門士

神奈川県 大原 Ｓ・Ｈ ㈱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・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

神奈川県 大師 Ｆ・Ｋ gite 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・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・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

神奈川県 大和南 Ｎ・Ｓ ㈱ナンバーワンクラブ 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・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

神奈川県 津久井浜 Ｆ・Ｋ ㈱ケンジ 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・専門士

神奈川県 津久井浜 Ｈ・Ｎ ㈱アースホールディングス 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・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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神奈川県 田奈 Ｕ・Ｆ ㈱アッシュ 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・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

神奈川県 藤沢総合 Ｓ・Ｎ ㈱ケンジ 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・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

神奈川県 二宮 Ｉ・Ａ ㈱Allure 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・厚
生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 柏木学園 Ｍ・Ｋ ㈱Smile Forward 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・一般社団法人　日本カラーコーディネーター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・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

神奈川県 白山 Ａ・Ｅ ㈱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・厚生労働省美容師国家試験　合
格・専門士

神奈川県 白鵬女子 Ｋ・Ｆ ㈱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・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

神奈川県 保土ヶ谷 Ｙ・Ｙ ㈱THEATER 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・厚生労働省美容師国家試験　合
格・専門士

神奈川県 保土ヶ谷 Ｂ・Ｈ ㈲キャネル 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　日本カラーコーディネーター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・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

神奈川県 麻布大学附属 Ｏ・Ｎ ㈲duce.inc 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　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

神奈川県 麻布大学附属 Ｋ・Ｓ ㈱遠藤波津子美容室 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・厚
生労働省美容師国家試験　合格・専門士

神奈川県 有馬 Ｕ・Ｒ ㈱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・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・日本トータルメ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

神奈川県 立花学園 Ｋ・Ｒ ㈱Defi 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・厚生労働省美容師国家試験　合
格・専門士

静岡県 伊東商業 Ｗ・Ａ ㈱アンク・クロス 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・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 伊東商業 Ｓ・Ｈ ㈱OASIS 広島県
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・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

静岡県 伊豆総合 Ｋ・Ｔ ㈱アースホールディングス 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・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
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静岡県 御殿場西 Ｇ・Ａ ㈱relme 神奈川県

NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・公益財団法人　実務技能検定
協会サービス接遇検定3級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター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・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・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・専門士

静岡県 御殿場南 Ｋ・Ａ ㈱アッシュ 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・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　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

静岡県 駿河総合 Ｍ・Ｆ ㈱Fare 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・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・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 沼津 Ｋ・Ｓ ㈱エマージュ 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・一般社団法人　日本カラーコーディネーター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・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

静岡県 沼津 Ｉ・Ｓ ㈱ユニックス 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・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・日本トータルメ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

静岡県 清流館 Ｙ・Ｆ ㈱アースホールディングス 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　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 知徳 Ｈ・Ｙ ㈲ビューティーウェンズデー 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　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 磐田東 Ｉ・Ｈ nalu 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・専門士

静岡県 飛龍 Ｗ・Ａ ㈱アースホールディングス 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・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

静岡県 飛龍 Ｏ・Ｒ ㈱アースホールディングス 福岡県
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・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

静岡県 飛龍 Ｍ・Ｓ ㈱Neolive 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・厚生労働省美容師国家試験　合
格・専門士

静岡県 富士市立 Ｉ・Ｍ ㈱マジコ 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・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

静岡県 富士市立 Ｎ・Ｍ ㈱アースホールディングス 福岡県
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・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・日本トータルメ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

東京都 鶴川 Ｔ・Ａ ㈱メランジ 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・一般社団法人　日本カラーコーディネーター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・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・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

東京都 帝京 Ｆ・Ｊ ㈱アースホールディングス 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・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
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県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

美容科
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青森県 八戸学院野辺地西 Ｓ・Ｍ ㈱ケンジ 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　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

栃木県 小山 Ｔ・Ｅ ㈱３Ｈ 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・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

新潟県 つくば開成学園　新潟学習センター Ｍ・Ａ ㈱Eternal 東京都

NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・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・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・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

富山県 富山第一 Ｈ・Ｓ ㈱THEATER 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・厚生労働省美容師国家試験　合
格・専門士

石川県 星稜 Ｍ・Ｃ ㈱OLE COMPANY 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・厚生労働省美容師国家試験　合格・専門士

愛知県 成章 Ｋ・Ｍ ㈱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　日本ネイリスト検
定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイ
ル検定初級・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・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

佐賀県 クラーク記念国際　佐賀キャンパス Ｏ・Ｍ ㈱ユニックス 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・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・日本トータルメ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
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神奈川県 旭丘 Ｏ・Ａ ㈱イーズ・インターナショナル 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・公益財団法人　
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

神奈川県 綾瀬 Ｎ・Ｒ ELCジャパン㈱　クリニーク 東京都
一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・日本トータル
メイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・日本トータルメイクアップ協会トータルメイ
クアップ検定アドバンス・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

神奈川県 綾瀬西 Ｙ・Ｒ ELCジャパン㈱　M・A・C 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・公益財団法人　日本ネイ
リスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・日本トータルメイクアップ協会トータルメ
イクアップ検定アドバンス・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

神奈川県 磯子 Ｓ・Ｕ ㈱オリーブスパ 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・公益財団法人　
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きもの着付け免許3級・一般財団法人　京都
きもの伝承文化協会2級きもの講師・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

神奈川県 永谷 Ｍ・Ｙ ㈱そごう・西武 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　日本ネイ
リスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　きもの伝承文化協会きも
の着付け免許3級・専門士

神奈川県 横須賀学院 Ｈ・Ａ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（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・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・日本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

神奈川県 横須賀総合 Ｍ・Ｒ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（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・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・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3級・CIDESCOCIDESCOインターナショナルエステティシャ
ン・一般社団法人　日本エステティック協会AEA上級認定エステティシャン・専門士

神奈川県 横浜桜陽 Ｓ・Ｍ ㈱エキップ 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・日本トータルメ
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・日本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

神奈川県 横浜桜陽 Ｔ・Ｍ nail salon shiki 神奈川県

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・NPO法人　日
本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・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　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益財団法人　日本ネイ
リスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定2級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェ
ルネイル検定中級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定上級・専門士

神奈川県 横浜商科大学 Ｔ・Ｍ TBCグループ㈱ 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益財団法人　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　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・CIDESCOCIDESCO
インターナショナ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AEA上級認定エス
テティシャン・専門士

神奈川県 横浜商科大学 Ｓ・Ｊ 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・一般社団法人　
日本カラーコーディネーター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きもの着付け免許3級・一般財団法人　京都
きもの伝承文化協会2級きもの講師・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

神奈川県 横浜商科大学 Ｋ・Ｙ ㈱サンミーゴ 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・一般社団法人　日本カラー
コーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネ
イルサロン衛生管理士・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　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・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・専門士

神奈川県 横浜清風 Ａ・Ａ フェイバリックスネットワーク㈱ 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・一般社団法人　
日本カラーコーディネーター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きもの着付け免許3級・CIDESCOCIDESCO
インターナショナ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AEA上級認定エス
テティシャン・専門士

神奈川県 横浜創学館 Ｔ・Ｈ ㈱カメガヤ 神奈川県
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・日本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

神奈川県 横浜南陵 Ｈ・Ｋ HACCI's JAPAN（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・日本トータルメイクアップ協会トータル
メイクアップ検定ベーシック・日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定アドバンス・
一般社団法人　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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神奈川県 横浜立野 Ｈ・Ａ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（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・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・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3級・CIDESCOCIDESCOインターナショナルエステティシャ
ン・一般社団法人　日本エステティック協会AEA上級認定エステティシャン・専門士

神奈川県 茅ケ崎西浜 Ｋ・Ｍ リゾートトラスト㈱ 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　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　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一般財団法人　京都
きもの伝承文化協会2級きもの講師・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

神奈川県 橋本 Ｋ・Ｙ コーセー化粧品販売㈱ 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・日本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

神奈川県 金井 Ｎ・Ａ ㈱Neolive 神奈川県

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・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・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　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・NPO法人　日本ネイリスト協会ＪＮＡフットケア理論検定・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1級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定上級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・専門士

神奈川県 光明学園相模原 Ｏ・Ｙ ㈱PMKメディカルラボ 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・公益財団法人　
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きもの着付け免許3級・一般財団法人　京都
きもの伝承文化協会2級きもの講師・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

神奈川県 光明学園相模原 Ｙ・Ｓ ㈱PMKメディカルラボ 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・公益財団法人　
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

神奈川県 厚木商業 Ｉ・Ｓ ELCジャパン㈱　クリニーク 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・日本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

神奈川県 厚木清南 Ｗ・Ｍ ㈱東急百貨店 東京都
一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・日本トータル
メイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・日本トータルメイクアップ協会トータルメイ
クアップ検定アドバンス・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

神奈川県 厚木清南 Ｗ・Ｍ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（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・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・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　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・NPO法人　日本ネイリスト協会ＪＮＡフットケア理論検定・公益財団法人　日本ネイリスト
検定試験センターJNECネイリスト技能検定2級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・公益財団法人　日
本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定1級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定上級・専門士

神奈川県 三浦臨海 Ｎ・Ｓ ㈱Pukalani 神奈川県

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・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛
生管理士・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　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・NPO法人　日本ネイリスト協会Ｊ
ＮＡフットケア理論検定・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定2級・NPO法人　
日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定上級・専門士

神奈川県 鹿島学園　MSG相模原キャンパス Ｓ・Ｃ Dynamoon 神奈川県

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・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛
生管理士・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　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・NPO法人　日本ネイリスト協会Ｊ
ＮＡフットケア理論検定・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定2級・NPO法人　
日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定上級・専門士

神奈川県 鹿島学園　横浜日吉キャンパス Ｗ・Ｈ エフ・ジー・ジェイ㈱ 東京都
公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・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・日本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

神奈川県 鹿島学園　湘南キャンパス Ｈ・Ｓ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（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・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生
管理士・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・日本トータルメ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フットケア理論検定・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェ
ルネイル検定初級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定上級・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2級・専門士

神奈川県 七里ガ浜 Ｉ・Ｍ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（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・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　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・一般財団法人　京都
きもの伝承文化協会2級きもの講師・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

神奈川県 商工 Ｎ・Ｍ ㈱そごう・西武 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・日本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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神奈川県 商工 Ｈ・Ｍ ㈱カメガヤ 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・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　きもの伝承文化協会きも
の着付け免許3級・専門士

神奈川県 湘南学院 Ｉ・Ａ ELCジャパン㈱　クリニーク 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・日本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

神奈川県 湘南学院 Ｔ・Ｋ ㈱さいか屋 神奈川県 公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　
きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

神奈川県 湘南学院 Ｉ・Ｍ ㈱ケンジ　AOMORIオフィス 青森県
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・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　日本エステティック協会認定エステティシャン・専門士

神奈川県 湘南学院 Ｔ・Ｓ ㈲TABOO 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・NPO法人　日本
ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・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　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・NPO法人　日本ネイリスト協会ＪＮＡフットケア理論検定・
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・専門士

神奈川県 湘南学院 Ｈ・Ｍ ㈱スタイリスト 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・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・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　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・NPO法人　日本ネイリスト協会ＪＮＡフットケア理論検定・公益財団法人　日本ネイリスト
検定試験センターJNECネイリスト技能検定2級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・公益財団法人　日
本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定1級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定上級・専門士

神奈川県 上溝南 Ｋ・Ａ ㈱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・一般社団法人　
日本カラーコーディネーター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・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3級・CIDESCOCIDESCOインターナショナルエステティシャ
ン・一般社団法人　日本エステティック協会AEA上級認定エステティシャン・専門士

神奈川県 上鶴間 Ｗ・Ｓ ㈱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・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　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・CIDESCOCIDESCO
インターナショナ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AEA上級認定エス
テティシャン・専門士

神奈川県 上矢部 Ｓ・Ｍ ㈱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・一般社団法人　
日本カラーコーディネーター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きもの着付け免許3級・CIDESCOCIDESCO
インターナショナ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AEA上級認定エス
テティシャン・専門士

神奈川県 城山 Ｍ・Ｍ ㈱スイート・ピア 東京都

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

神奈川県 新栄 Ｔ・Ｍ ㈱そごう・西武 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　きもの伝承文化協会きもの着
付け免許3級・専門士

神奈川県 逗子 Ｋ・Ｓ ㈱エキップ 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・日本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

神奈川県 逗子 Ｈ・Ｕ ELCジャパン㈱　エスティ―ローダー 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・日本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

神奈川県 逗葉 Ｍ・Ｙ ㈱東急百貨店 東京都
一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・日本トータル
メイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・日本トータルメイクアップ協会トータルメイ
クアップ検定アドバンス・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

神奈川県 瀬谷西 Ａ・Ｒ ㈱アインファーマシーズ 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・日本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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神奈川県 瀬谷西 Ｓ・Ｅ ピアス㈱　セルレ 東京都
公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・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・日本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

神奈川県 瀬谷西 Ｓ・Ｍ ㈱ビーゲイト 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・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　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

神奈川県 生田東 Ｏ・Ｓ ㈱ソシエ・ワールド 東京都

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

神奈川県 生田東 Ｋ・Ａ ㈱リアコンサルティング 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・一般社団法人　日本カラーコーディ
ネーター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　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・NPO法人　日本ネイリスト協会ＪＮＡフットケア理論検定・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験セ
ンターJNECネイリスト技能検定2級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・NPO法人　日本ネ
イリスト協会JNAジェルネイル検定上級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・専門士

神奈川県 川崎 Ｔ・Ｃ ㈱東急百貨店 東京都
公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定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・日本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

神奈川県 藤沢総合 Ｋ・Ａ ㈱アルビオン 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・日本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

神奈川県 二宮 Ａ・Ｓ ㈱Neolive 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・NPO法人　日
本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・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　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益財団法人　日本ネイ
リスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定2級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェ
ルネイル検定上級・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

神奈川県 二宮 Ｉ・Ｓ ㈱ライフビューティー 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・一般社団法人　日本カラーコーディネー
ター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理
士・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　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・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センター
JNECネイリスト技能検定2級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・公益財団法人　日本ネイリス
ト検定試験センターJNECネイリスト技能検定1級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定上級・専門士

神奈川県 二宮 Ｉ・Ｈ ㈱ユミ・クリエイション 東京都

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

神奈川県 白鵬女子 Ｙ・Ｓ Dynamoon 神奈川県

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・NPO法人　日本ネイリ
スト協会JNAネイルサロン衛生管理士・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
トータルメ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フッ
トケア理論検定・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定2級・NPO
法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センター
JNECネイリスト技能検定1級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定上級・専門士

神奈川県 飛鳥未来　横浜キャンパス Ｋ・Ａ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（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・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・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3級・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会2級きもの講師・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

神奈川県 保土ヶ谷 Ａ・Ｙ ㈱セントラヴィ 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・公益財団法
人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・公益財団法人　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・一般財団法人　京都きもの伝承文化協会2級きもの講師・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エステティシャン・専門士

静岡県 伊東商業 Ｍ・Ｓ ㈱東急百貨店 東京都

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定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・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 伊東商業 Ｓ・Ｈ ㈱ケンジ　AOMORIオフィス 青森県

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　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

静岡県 伊東商業 Ｔ・Ｙ フェイバリックスネットワーク㈱ 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・一般社団法人　
日本カラーコーディネーター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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静岡県 桐陽 Ｍ・Ｍ ELCジャパン㈱　M・A・C 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・日本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 桐陽 Ｗ・Ｍ ㈱さいか屋 神奈川県
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・日本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 御殿場 Ｋ・Ｍ ㈱オリーブスパ 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・CIDESCOCIDESCOインターナショナ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AEA上級認定エステティシャン・専門士

静岡県 清水国際 Ｓ・Ｋ 資生堂ジャパン㈱ 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・日本トータルメ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

静岡県 清水国際 Ｎ・Ｓ ㈱東急百貨店 東京都
公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定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・日本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 清水西 Ｍ・Ｒ ㈱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・一般社団法人　
日本カラーコーディネーター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3級・一般財団法人　
京都きもの伝承文化協会2級きもの講師・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

静岡県 田方農業 Ｔ・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・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　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

東京都 NHK学園 Ｓ・Ｍ ㈱アートメイク・トキ 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・日本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

東京都 鶴川 Ｋ・Ｃ ㈱イーズ・インターナショナル 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・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　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・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

東京都 日出高校（通信制） Ｏ・Ｈ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（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・日本トー
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

東京都 品川エトワール女子 Ｙ・Ｆ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（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・NPO法人　日本
ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検
定3級・日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・公益財団法人　日本
ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定2級・一般社団法人　日本カラーコーディ
ネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・NPO法人　日本ネイリスト協会
JNAジェルネイル検定初級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・専門士

青森県 青森山田 Ｓ・Ｋ ㈱ミズ 佐賀県
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　きもの伝承文化協会きもの着
付け免許3級・専門士

岩手県 種市 Ｔ・Ｒ ㈱Neolive 神奈川県

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・NPO法人　日
本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・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　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・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・専門士

山形県 山本学園 Ｓ・Ｍ ㈱バイオテクノロジービューティー 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・日本トータルメイ
クアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・日本トータルメイクアップ協会トータルメイク
アップ検定アドバンス・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

群馬県 前橋育英 Ｋ・Ｊ ㈱ライフビューティー 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・一般社団法人　日本カラーコーディ
ネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛
生管理士・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　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・NPO法人　日本ネイリスト協会Ｊ
ＮＡフットケア理論検定・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定2級・NPO法人　
日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定上級・専門士
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新潟県 日本文理 Ｋ・Ａ ELCジャパン㈱　クリニーク 東京都
一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・日本トータル
メイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・日本トータルメイクアップ協会トータルメイ
クアップ検定アドバンス・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・専門士

長野県 岩村田 Ｋ・Ｒ ㈱スイート・ピア 東京都

一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・公益財団法人　
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 大垣商業 Ｎ・Ａ ㈱エルン クラ―ジュ横浜 神奈川県

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・CIDESCOCIDESCO
インターナショナ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AEA上級認定エス
テティシャン・専門士

宮崎県 宮崎日本大学 Ｎ・Ｓ ㈱セントラヴィ 東京都

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法人　
日本カラーコーディネーター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 聖公会諸聖中学校 Ｓ・Ｓ 四葉苑　NAIL＆BEAUTY SALON 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・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・一般社団法人　日本カラー
コーディネーター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・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
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神奈川県 横浜緑園 Ｉ・Ｓ ㈱CharmeR 大阪府
日本トータルメ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・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・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

神奈川県 茅ケ崎 Ｋ・Ｙ ㈱ユニックス 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　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・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

神奈川県 光明学園相模原 Ｉ・Ｍ ㈱山田かつら 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　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・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

神奈川県 光明学園相模原 Ｋ・Ｙ ㈲髪遊び 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　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・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

神奈川県 光明学園相模原 Ｓ・Ｒ ル・ジャルダン 茨城県
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　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・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

神奈川県 厚木北 Ｔ・Ｙ ㈱ケンジ 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　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・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

神奈川県 高木学園女子 Ｓ・Ｙ ㈱アトリエはるか 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　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・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

神奈川県 上矢部 Ｆ・Ｍ Buenos Karin 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　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・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

神奈川県 逗子 Ｔ・Ｍ ㈱ユニックス 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　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・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

神奈川県 瀬谷西 Ｋ・Ｒ Lucia 町田 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・
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・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

神奈川県 瀬谷西 Ｋ・Ｈ パッセージ 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　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・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

神奈川県 瀬谷西 Ｔ・Ｎ ㈲DS international 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　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・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

神奈川県 瀬谷西 Ｎ・Ｈ CANAAN 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　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・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

神奈川県 瀬谷西 Ｂ・Ｎ ㈱ケンジ 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　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・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

神奈川県 相洋 Ｋ・Ｎ LUOTUS 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・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・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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神奈川県 柏木学園 Ｓ・Ｍ ㈲髪遊び 神奈川県
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・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 小笠 Ｋ・Ｙ ㈱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・日本トータルメ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・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・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 静岡西 Ｙ・Ｍ アトリエHARUKA 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　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・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 函館商業 Ｙ・Ｙ ㈱TRIPLE-ef 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　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・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

茨城県 常磐大学 Ｏ・Ｙ ㈱QUATRO 茨城県
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・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・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

熊本県 熊本国府 Ｙ・Ｒ MARIE NAILS＆LUSH ART 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　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・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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神奈川県 旭 Ｎ・Ａ ㈱レック 兵庫県

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本
トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・全米ブライダルコンサルタント協会ブライダルプランナー検定2
級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・全米ブライダルコンサルタント協会ブライダルプランナー検定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・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 綾瀬 Ｍ・Ｈ ㈱ベスト‐アニバーサリー 東京都

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　実務技能
検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ウェディ
ングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・一般社団法人　日本カラーコーディ
ネーター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　日本ブライダル文化振
興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 横浜清風 Ｙ・Ｒ ㈱バルニバービ 大阪府

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本
トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・全米ブライダルコンサルタント協会ブライダルプランナー検定2
級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・全米ブライダルコンサルタント協会ブライダルプランナー検定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・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 光明学園相模原 Ｋ・Ｍ ㈱エキップ 東京都

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・日本コンピュータ能力教育
協議会パソコン技能検定3級・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・
日本トータルメ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・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・専門士

神奈川県 厚木西 Ｈ・Ｙ ㈱レック 兵庫県

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　実務技能
検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ウェディ
ングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・全米ブライダルコンサルタント協会ブ
ライダルプランナー検定2級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラー
コーディネート検定ベーシック・全米ブライダルコンサルタント協会ブライダルプランナー検定1
級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 向上 Ｏ・Ｎ ㈱横浜ロイヤルパークホテル 神奈川県

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　実務技能
検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ウェディ
ングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・一般社団法人　日本カラーコーディ
ネーター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　日本ブライダル文化振
興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 三浦学苑 Ｓ・Ｍ ㈱エクシオジャパン 神奈川県

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・日本コンピュータ能力教育協議
会パソコン技能検定3級・文部科学省後援色彩検定2級・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレ
スコーディネーター・全米ブライダルコンサルタント協会ブライダルプランナー検定2級・一般社団法
人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・公益財団法人　
実務技能検定協会サービス接遇検定3級・全米ブライダルコンサルタント協会ブライダルプランナー検
定1級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 三浦臨海 Ｙ・Ｆ ㈱デクノバース 東京都

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ
イクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・全米ブライダルコンサルタント協会ブライダルプラン
ナー検定2級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベー
シック・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・全米ブライダルコンサルタント協会ブ
ライダルプランナー検定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

神奈川県 逗葉 Ｔ・Ｃ ㈱横浜グランドインターコンチネンタルホテル 神奈川県

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　実務技能
検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ウェディ
ングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・一般社団法人　日本カラーコーディ
ネーター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　日本ブライダル文化振
興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 相洋 Ｓ・Ｍ ㈲富士荘 神奈川県

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　実務技能
検定協会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ウェディ
ングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・一般社団法人　日本カラーコーディ
ネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・公益社団法人　日本ブライダル文
化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 津久井 Ｓ・Ｔ ㈱イング 兵庫県

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・一般社団法人　日本カラー
コーディネーター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・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・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 御殿場 Ｋ・Ｍ ㈱横浜グランドインターコンチネンタルホテル 神奈川県

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検
定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディ
ネーター・日本トータルメ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・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・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

静岡県 知徳 Ｍ・Ｋ みしまプラザホテル 静岡県

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検
定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディ
ネーター・日本トータルメ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・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・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

静岡県 田方農業 Ｓ・Ｋ ㈱ニューアート・シーマ 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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメ
ント・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・日本トータルメ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・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・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・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

青森県 五所川原工業 Ｈ・Ｙ ㈱一家ダイニングプロジェクト 千葉県

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・
日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本
トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・全米ブライダルコンサルタント協会ブライダルプランナー検定2
級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・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・全米ブライダルコンサルタント協会ブライダルプランナー検定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・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士
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山形県 米沢工業 Ａ・Ａ ㈱ジョインセレモニー 山形県

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレス
コーディネーター・日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・全米ブライダルコンサルタント協
会ブライダルプランナー検定2級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検
定ベーシック・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・全米ブライダルコンサルタント協会ブライダルプランナー検定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・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

茨城県 波崎柳川 Ｔ・Ａ ㈱サンセルモ 東京都

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　実務技能検定協
会サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・文部科学省後援色彩
検定2級・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・全米ブライダルコンサル
タント協会ブライダルプランナー検定2級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナ
ルカラーコーディネート検定ベーシック・全米ブライダルコンサルタント協会ブライダルプランナー検定
1級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

大分県 爽風館 Ａ・Ｓ ㈱マリーゴールドホールディングス 熊本県

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　実務技能検定協会
サービス接遇検定3級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・ウェディングスビューティフ
ルジャパン認定ドレスコーディネーター・全米ブライダルコンサルタント協会ブライダルプランナー検定2級・
一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシック・全米ブラ
イダルコンサルタント協会ブライダルプランナー検定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・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

その他 既卒 Ｙ・Ｓ ㈱デクノバース 東京都

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・日本コンピュータ能力教育
協議会パソコン技能検定3級・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・
一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検定ベーシッ
ク・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・公益社団法人　日本ブライダル文
化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士
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県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

ウェディングプランナー科

横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　2020



神奈川県 横浜商科大学 Ａ・Ｕ ㈱ネクストリンク 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ネイルサロン衛生管理士・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験セン
ターJNECネイリスト技能検定2級・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1級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェ
ルネイル検定上級・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

神奈川県 横浜創英 Ｓ・Ｋ ㈱ケンジ 神奈川県

日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・
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ブライダルメイクアップ検定・日本トータルメイクアップ協
会トータルメイクアップ検定ベーシック・公益財団法人　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・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・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
伝承文化協会花嫁着付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

神奈川県 湘南学院 Ｓ・Ｍ ㈱Neolive 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ネイルサロン衛生管理士・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験セン
ターJNECネイリスト技能検定2級・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1級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェ
ルネイル検定上級・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

神奈川県 大師 Ａ・Ｊ アモル㈱ 東京都

公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・日本トータルメイク
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・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・公益財団法人　日本ネイリ
スト検定試験センターJNECネイリスト技能検定2級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネ
イル検定初級・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAジェルネイル検定中級・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

神奈川県 津久井浜 Ｎ・Ｒ ㈱Sou-i 神奈川県

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　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　日本カ
ラーコーディネーター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2級・一般社団法人　日本エステティック協会
AEA上級認定エステティシャン・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・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

千葉県 植草学園大学附属 Ｔ・Ｒ ㈱アースホールディングス 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・日本トータルメ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　日本カラーコーディネー
ター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2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・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

東京都 日出 Ｓ・Ｋ ㈱アトリエはるか 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　日本エステティック協会認定フェイ
シャルエステティシャン・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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　日本エステティック協会認定ボディエステ
ティシャン・日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定アドバンス・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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県名 出身学校 氏名 就職先・進学先 所在地 取得資格

美容研究科

横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　2020



神奈川県 横浜清風 Ｏ・Ｙ 茂木商事㈱ 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーア
レンジメント・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・ウェディングスビューティフルジャパン認定ド
レスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社団法人　きもの伝承
文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 横浜清風 Ｍ・Ｅ ㈱マサ＆アーティスト 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメン
ト・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・ウェ
ディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社団法人　
きもの伝承文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 横浜創学館 Ｍ・Ｓ ㈱レッドネイルズ 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワー
アレンジメント・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメイクアップ
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・日本
トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・専門士

神奈川県 横浜総合 Ｍ・Ａ As-meエステール㈱ 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財
団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・ウェディングスビューティ
フルジャパン認定ドレスコーディネーター・一般社団法人　日本カラーコーディネーター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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・日本コンピュー
タ能力教育協議会パソコン技能検定3級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 吉田島 Ｔ・Ｈ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（進学）

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財
団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・NPO法人　日本ネイリスト
協会JNAネイルサロン衛生管理士・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社
団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 厚木商業 Ｏ・Ｍ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（進学）

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財
団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・NPO法人　日本ネイリスト
協会JNAネイルサロン衛生管理士・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社
団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 厚木商業 Ｋ・Ｍ ㈱不二ビユーティ 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメン
ト・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・ウェ
ディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社団法人　
きもの伝承文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 厚木北 Ｏ・Ｎ As-meエステール㈱ 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメン
ト・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・ウェ
ディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社団法人　
きもの伝承文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 厚木北 Ｈ・Ｗ ㈱ネイルデザイン 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財
団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・NPO法人　日本ネイリスト
協会JNAネイルサロン衛生管理士・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社
団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 商工 Ｕ・Ｋ ㈱杢目金屋 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワー
アレンジメント・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメイクアップ
協会トータルメイクアップ検定ベーシック・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検
定3級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター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2級・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

神奈川県 商工 Ｍ・Ｎ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（進学）

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメン
ト・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・ウェ
ディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・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・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 上鶴間 Ｉ・Ｙ ㈱エキップ 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダル
フラワーアレンジメント・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・ウェディングスビュー
ティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイ
クアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・専門士

神奈川県 上鶴間 Ｈ・Ｍ ㈱ブライダルプロデュース 神奈川県

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財
団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・NPO法人　日本ネイリスト
協会JNAネイルサロン衛生管理士・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社
団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 上矢部 Ｋ・Ｈ ㈲オフィスメイプル 神奈川県

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益
財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・文部科学省後援色
彩検定2級・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社団法人　き
もの伝承文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 上矢部 Ｍ・Ｍ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（進学）

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財
団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・NPO法人　日本ネイリスト
協会JNAネイルサロン衛生管理士・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社
団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士
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神奈川県 城山 Ｉ・Ｋ ㈱レッドネイルズ 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財
団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・NPO法人　日本ネイリスト
協会JNAネイルサロン衛生管理士・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社
団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 瀬谷西 Ｋ・Ｍ HACCI's JAPAN（同） 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財団法人　実務技
能検定協会サービス接遇検定3級・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・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管
理士・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・公益財団法
人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定2級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協会パーソナルカラーコーディネート検
定ベーシック・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ブライダルメイクアップ検定・
一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 瀬谷西 Ｃ・Ｍ ㈱ティア 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラ
ワーアレンジメント・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメイ
クアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリ
スト技能検定3級・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社団法人　きもの伝承文化協
会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 相模原青陵 Ｔ・Ｓ ㈱ゼントクコーポレーション 東京都

一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許3級・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメン
ト・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・ウェ
ディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社団法人　
きもの伝承文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 相模原青陵 Ｈ・Ａ ㈱サンポークリエイト 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダル
フラワーアレンジメント・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・ウェディングスビュー
ティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイ
クアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・専門士

神奈川県 大井 Ｏ・Ｍ As-meエステール㈱ 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーア
レンジメント・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・ウェディングスビューティフルジャパン認定ド
レスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社団法人　きもの伝承
文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 大西学園 Ｈ・Ｓ ㈱ベリテ 神奈川県

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメン
ト・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・ウェ
ディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社団法人　
きもの伝承文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

神奈川県 飛鳥未来　横浜キャンパス Ｈ・Ｍ マーケティングアソシエーション㈱ 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライ
ダルフラワーアレンジメント・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・ウェディング
スビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・一般社団法人　日本カラーコーディネーター協
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ブライダルメイクアップ検定・一般社団法
人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・日本コンピュータ能力教育協議会パソコン技能検定3級・専門士

神奈川県 保土ヶ谷 Ｏ・Ｙ ㈱ネイルデザイン 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフ
ラワーアレンジメント・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・NPO法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・ウェディン
グスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ
検定ベーシック・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイリスト技能検定3級・一般社団法
人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・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

神奈川県 北鎌倉女子学園 Ｔ・Ｍ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（進学）

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワー
アレンジメント・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメイクアップ
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・日本
トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・専門士

静岡県 桐陽 Ｔ・Ａ ㈱ティエヌ 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメン
ト・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・NPO
法人　日本ネイリスト協会JNAネイルサロン衛生管理士・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日
本トータルメ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・一般社団法人　
きもの伝承文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

静岡県 飛龍 Ｉ・Ｍ ㈱レック 兵庫県

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメント・公益財
団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・NPO法人　日本ネイリスト
協会JNAネイルサロン衛生管理士・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社
団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

静岡県 富士市立 Ｋ・Ｉ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（進学）

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワーアレンジメン
ト・公益財団法人　実務技能検定協会サービス接遇検定3級・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・ウェ
ディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメ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・日本トータルメイクアップ協会ブライダルメイクアップ検定・一般社団法人　
きもの伝承文化協会花嫁着付2級・公益社団法人　日本ブライダル文化振興協会ブライダルコーディネート技能検定3級・専門士

福島県 郡山女子大学附属 Ｉ・Ｈ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（進学）

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブ
ライダルフラワーアレンジメント・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・日
本トータルメイクアップ協会トータルメイクアップ検定ベーシック・一般社団法人　日本カラーコー
ディネーター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ブライダルメイ
クアップ検定・一般社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・専門士

長野県 須坂東 Ｔ・Ｍ ㈱エスクリ 東京都

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・日本ウェディング・ブライダル協会
ブライダルフラワーアレンジメント・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許2級・
ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメイクアップ協会
トータルメイクアップ検定ベーシック・公益財団法人　日本ネイリスト検定試験センターJNECネイ
リスト技能検定3級・一般社団法人　日本カラーコーディネーター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2級・専門士
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その他 大森学園 Ｔ・Ｒ 横浜ビューティー＆ブライダル専門学校　美容師免許取得コース（進学）

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・日本ウェディング・ブライダル協会ブライダルフラワー
アレンジメント・一般社団法人　きもの伝承文化協会きもの着付け免許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・ウェディングスビューティフルジャパン認定ドレスコーディネーター・日本トータルメイク
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・一般
社団法人　きもの伝承文化協会花嫁着付2級・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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神奈川県 飛鳥未来　横浜キャンパス Ｔ・Ａ ㈱CHELUMO 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

神奈川県 飛鳥未来　横浜キャンパス Ｍ・Ｒ ソルビューティー 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
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