
北海道 とわの森三愛 Ｏ・Ｙ 株式会社ジェイエスエス 北海道 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士

北海道 旭川農業 Ｙ・Ａ 株式会社カーブスジャパン 北海道 サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士

北海道 興部 Ｆ・Ｋ 株式会社東祥 北海道 エアロビックダンスエクササイズインストラクター（ＡＤＩ）・モチベーション・マネジメント
協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 駒澤大学附属苫小牧 Ｈ・Ｆ 株式会社ティップネス 静岡県
ストレッチングトレーナーパートナー・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメ
ント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

北海道 釧路北陽 Ｍ・Ｙ 株式会社ジェイエスエス 北海道
健康運動実践指導者・サービス接遇検定　３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネ
ジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

北海道 恵庭北 Ｋ・Ａ 株式会社フージャース ウェルネス＆スポーツ 北海道 フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士

北海道 札幌あすかぜ Ｓ・Ｍ 株式会社フージャース ウェルネス＆スポーツ 北海道 エアロビックダンスエクササイズインストラクター（ＡＤＩ）・サービス接遇検定　３級・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 札幌英藍 Ｋ・Ｍ 札幌スポーツ＆メディカル専門学校 北海道 JATI 認定トレーニング指導者・Kidbics Basic Certificate・サービス接遇検定　３級・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 札幌丘珠 Ｈ・Ｈ 株式会社アドレ 北海道 サービス接遇検定　３級・専門士

北海道 札幌丘珠 Ｋ・Ｙ ライズコーポレーション株式会社 北海道 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士

北海道 札幌東商業 Ｋ・Ｋ 株式会社アドレ 北海道 サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士

北海道 士幌 Ｕ・Ｙ 株式会社カーブスジャパン（アルバイト） 北海道 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士

北海道 七飯 Ｓ・Ｃ 美瑛慈光会 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・フィットネス
リーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションインストラクター・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

北海道 清水 Ｈ・Ｒ 株式会社ウェルネスフロンティア 北海道 ストレッチングトレーナーパートナー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 石狩翔陽 Ａ・Ｎ 株式会社ワールドストアパートナーズ 北海道 サービス接遇検定　３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　
モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 千歳 Ｆ・Ｒ ゼビオ株式会社 北海道
サービス接遇検定　３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　
モチベーションインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・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

北海道 帯広大谷 Ｓ・Ｓ 株式会社東祥 北海道 サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・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

北海道 滝上 Ｓ・Ｍ 社会福祉法人　紋別市百年記念福祉会 北海道
エアロビックダンスエクササイズインストラクター（ＡＤＩ）・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

北海道 美深 Ｉ・Ｙ 株式会社カーブスジャパン 北海道 健康運動実践指導者・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モ
チベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 北海道科学大学 Ｃ・Ｈ 星槎大学（進学） 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・エアロビックダンスエクササイズインス
トラクター（ＡＤＩ）・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モ
チベーションマネージャー資格エントリー・専門士
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北海道 北見柏陽 Ｎ・Ｈ 株式会社　ルネサンス 北海道
健康運動実践指導者・エアロビックダンスエクササイズインストラクター（ＡＤＩ）・フィット
ネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エ
ントリー・専門士

北海道 北広島西 Ｈ・Ｒ 株式会社フージャースウェルネス＆スポーツ 北海道 サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士

北海道 鵡川 Ｙ・Ｗ 株式会社デサント 北海道
サービス接遇検定　３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　
モチベーションインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・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

北海道 余市紅志 Ｕ・Ｎ セントラルスポーツ株式会社 北海道 フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士

北海道 羅臼 Ｈ・Ｎ SD エンターテイメント株式会社 千葉県 Kidbics Basic Certificate・エアロビックダンスエクササイズインストラクター（ＡＤＩ）・モ
チベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 羅臼 Ｍ・Ｍ 株式会社東祥 北海道 エアロビックダンスエクササイズインストラクター（ＡＤＩ）・モチベーション・マネジメント
協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

青森県 八戸西 Ｏ・Ｔ RIZAP 株式会社 北海道
健康運動実践指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・サービス接遇検定　３級・
フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・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

その他 既卒 Ｏ・Ｒ 株式会社　ウェルネスフロンティア 北海道
PHI Pilates A.C.Ts・エアロビックダンスエクササイズインストラクター（ＡＤＩ）・サービス
接遇検定　３級・フィットネスリーダー・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・専門士
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北海道 旭川大学 Ｗ・Ｅ 喜茂別町職員 北海道 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・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・こども運動指導者１級・こども運動指導者２級・専門士

北海道 羽幌 Ｋ・Ｓ 幼児活動研究会株式会社 北海道
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・健康運動実践指導者・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・こども運動指導者１
級・こども運動指導者２級・専門士

北海道 札幌北斗 Ｓ・Ｓ 社会福祉法人ふくろう会　第 2 福ちゃん保育園 北海道 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・こども運動
指導者１級・こども運動指導者２級・専門士

北海道 札幌北斗 Ｔ・Ｈ 社会福祉法人北海道愛福祉会　愛保育園 北海道 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・こども運動指導者１級・こども運動指
導者２級・専門士

北海道 苫小牧西 Ｋ・Ｎ 社会福祉法人どろんこ会 東京都
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・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・こども運動指導者１級・こども運動指導者
２級・専門士

北海道 北海道文教大学明清 Ｉ・Ｙ アートチャイルドケア株式会社 北海道 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・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・こども運動指導者１級・こども運動指導者２級・専門士

北海道 北見商科高等専修学校 Ｉ・Ｒ 社会福祉法人北見福祉会　夕陽ヶ丘認定こども園 北海道 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・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・こども運動指導者１級・こども運動指導者２級・専門士

北海道 北星学園女子中学 Ｔ・Ｎ 社会福祉法人大和まほろば福祉会　あいの里せせらぎ保育園 北海道
保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・健康運動実践指導者・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・こども運動指導者１級・こども運動指導者２級・
専門士

その他 既卒 Ｔ・Ｈ 学校法人三幸学園　チャイルドケア事業部 東京都 保育士・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格・サービス接遇検定　３級・こども運動
指導者１級・こども運動指導者２級・専門士
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北海道 とわの森三愛 Ｉ・Ｙ 株式会社リラックス 東京都
ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　
３級・サッカー C 級コーチ・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士

北海道 とわの森三愛 Ｏ・Ｓ 株式会社パーフェクトトレーナーズ 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・JCCA ベーシックインストラクター・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・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

北海道 旭川工業 Ｋ・Ｔ 株式会社シェア 北海道 サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士

北海道 旭川大学 Ｍ・Ｊ 株式会社ソプラティコ 北海道 JATI 認定トレーニング指導者・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 旭川農業 Ｋ・Ｍ 株式会社ブラスト 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇
検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチ
ベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 旭川明成 Ｓ・Ｒ 特定非営利活動法人　げんき 北海道
IHTA リラクゼーションセラピスト・こども運動指導者２級・チャイルドボディセラピスト 3
級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・
専門士

北海道 遠軽 Ｋ・Ｒ 株式会社ヤマチコーポレーション 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・JCCA ベーシックインストラクター・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・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

北海道 岩内 Ｏ・Ｔ 札幌山の手整形外科 北海道 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本
スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士

北海道 釧路北陽 Ｏ・Ｎ nortrec フットボールアカデミー 北海道
健康運動実践指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・サービス接遇検定　３級・サッ
カー C 級コーチ・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　
モチベーションマネージャー資格エントリー・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

北海道 釧路明輝 Ｋ・Ｙ 株式会社 Foot Communication 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングト
レーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・スポーツトレーナーベーシック・モ
チベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 根室西 Ｓ・Ｙ 株式会社ソプラティコ 北海道
JCCA ベーシックインストラクター・IHTA リラクゼーションセラピスト・スポーツトレーナー
ベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エン
トリー・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士

北海道 札幌丘珠 Ｈ・Ｄ リーフラス株式会社 北海道
JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・サッカー C 級コーチ・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・専門士

北海道 札幌丘珠 Ｏ・Ｒ 札幌健康スポーツ財団 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
赤十字救急法救急員・JCCA ベーシックインストラクター・スポーツトレーナーベーシック・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

北海道 札幌丘珠 Ｔ・Ｄ 株式会社ソプラティコ 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・フィットネスクラブ・マネジメント技能検定 3 級・ストレッチン
グトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナー・赤十字救急法救急員・JCCA ベーシックインストラクター・SAQ
インストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士

北海道 札幌厚別 Ｓ・Ｙ 株式会社パーフェクトトレーナーズ 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・フィットネスクラブ・マネジメント技能検定 3 級・赤
十字救急法救急員・SAQ インストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マ
ネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士

北海道 札幌山の手 Ｎ・Ｓ スポーツクラブ NAS 株式会社 北海道 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本
スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士

北海道 札幌創成 Ｓ・Ｋ nortrec フットボールアカデミー 北海道 サッカー C 級コーチ・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・専門士

北海道 札幌創成 Ｓ・Ｙ 社会法人延山会 日成病院 北海道
サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・チャイルドボディセラピスト3級・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本
スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士

北海道 札幌創成 Ｍ・Ｙ リーフラス株式会社 北海道
JCCA ベーシックインストラクター・サッカー C 級コーチ・スポーツトレーナーベーシック・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

北海道 札幌東陵 Ｈ・Ｋ 株式会社東急スポーツオアシス 東京都
JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・JCCA ベーシックインストラクター・
Kidbics Basic Certificate・ＳＡＱ・SAQ インストラクターレベル１・スポーツトレーナー
ベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エン
トリー・専門士
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北海道 札幌南陵 Ｈ・Ｓ 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 東京都 ストレッチングトレーナーパートナー・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マ
ネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 札幌南陵 Ｏ・Ｋ 株式会社日本ボディセラピスト協会 東京都
JATI認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・IHTAリラクゼーションセラピスト・サー
ビス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・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

北海道 札幌南陵 Ｋ・Ｔ ペント・セプト（フィットネスクラブ） 北海道 健康運動実践指導者・JCCA ベーシックインストラクター・モチベーション・マネジメント協
会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 札幌白陵 Ｎ・Ｋ 株式会社つながり 東京都
健康運動実践指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッ
チングトレーナー・IHTA リラクゼーションセラピスト・スポーツトレーナーベーシック・モ
チベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本ス
ポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士

北海道 札幌北斗 Ａ・Ｄ 医療法人社団白樺会 介護老人保健施設麓華苑 北海道
ストレッチングトレーナーパートナー・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベー
シック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エント
リー・専門士

北海道 札幌北斗 Ｔ・Ｓ 株式会社スリーエスグループジャパン 東京都 こども運動指導者２級・サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　
モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 鹿追 Ｃ・Ｓ 株式会社ソフネットジャパン 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチン
グトレーナー・IHTA リラクゼーションセラピスト・Kidbics Basic Certificate・サービス接遇検定　３級・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資
格エントリー・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士

北海道 上富良野 Ｎ・Ｍ 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・フィットネスクラブ・マネジメント技能
検定 3 級・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレーナー・JCCA ベーシッ
クインストラクター・IHTA リラクゼーションセラピスト・スポーツトレーナーベーシック・モ
チベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 上富良野 Ｓ・Ｋ 株式会社 Depert Rose 北海道
赤十字救急法救急員・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本スポーツボランティアネットワーク認
定　スポーツボランティア研修会・専門士

北海道 石狩南 Ｏ・Ｍ 株式会社ソフネットジャパン 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA リラク
ゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネ
ジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士

北海道 石狩翔陽 Ｔ・Ａ 株式会社アドレ 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・JCCA ベーシックインストラクター・
Kidbics Basic Certificate・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士

北海道 千歳北陽 Ａ・Ｙ 株式会社ソプラティコ 北海道
健康運動実践指導者・JCCA ベーシックインストラクター・スポーツトレーナーベーシック・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士

北海道 帯広農業 Ｋ・Ｍ 株式会社ソフネットジャパン 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・フィットネスクラブ・マネジメント技能
検定 3 級・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・サー
ビス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公
認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 鷹栖 Ｏ・Ｋ 医療法人社団白樺会 介護老人保健施設麓華苑 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
JCCA ベーシックインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーショ
ンマネージャー資格エントリー・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・
日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士

北海道 滝川工業 Ｔ・Ｋ 株式会社りらく 北海道
ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA リラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　
３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベー
ションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 池上学院　釧路キャンパス Ｆ・Ｓ 株式会社ベネッセスタイルケア 北海道
JATI認定トレーニング指導者・IHTAリラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・
モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士

北海道 池上学院　北見キャンパス Ｋ・Ｙ NPO 法人 体験教育推進協会 北海道 ストレッチングトレーナーパートナー・Kidbics Basic Certificate・モチベーション・マネジメ
ント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 池田 Ｎ・Ｔ 株式会社パーフェクトトレーナーズ 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・JCCA ベーシッ
クインストラクター・SAQ インストラクターレベル１・スポーツトレーナーベーシック・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 当別 Ｃ・Ｔ 株式会社 ビー・エル・シー（エルセーヌグループ） 北海道 サービス接遇検定　３級・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネー
ジャー資格エントリー・専門士

北海道 当別 Ｋ・Ｔ 株式会社ソフネットジャパン 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
IHTA リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・専門士
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北海道 当別 Ｍ・Ｓ 株式会社ソプラティコ 北海道
JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・ストレッチングトレー
ナー・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメン
ト協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

北海道 苫小牧西 Ｓ・Ｙ 株式会社ウェルネスフロンティア 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
ストレッチングトレーナー・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協
会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本スポーツボランティアネットワー
ク認定　スポーツボランティア研修会・専門士

北海道 函館商業 Ｎ・Ｍ 株式会社メディカルシャトー 北海道
JATI認定トレーニング指導者・IHTAリラクゼーションセラピスト・サービス接遇検定　３級・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボラン
ティア研修会・専門士

北海道 函館商業 Ｈ・Ａ 株式会社 RAJA 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・ス
ポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士

北海道 函館大学付属柏稜 Ｔ・Ｔ 岩見沢市総合体育館 北海道 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士

北海道 函館大妻 Ｔ・Ｎ 株式会社　東祥　ホリデースポーツクラブ 宮城県
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチング
トレーナーパートナー・JCCA ベーシックインストラクター・サービス接遇検定　３級・モチ
ベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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

北海道 飛鳥未来　札幌キャンパス Ｔ・Ａ ザ・ノースカントリーゴルフクラブ 北海道 スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士

北海道 飛鳥未来　札幌キャンパス Ｏ・Ｒ 京王プラザホテル札幌　スポーツ＆フィットネスペント・セプト 北海道 JATI 認定トレーニング指導者・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士

北海道 北海 Ｍ・Ｋ 株式会社ソプラティコ 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・JCCA ベーシックインストラクター・
スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマ
ネージャー資格エントリー・専門士

北海道 北海 Ｆ・Ｄ ゼビオ株式会社 北海道 健康運動実践指導者・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・専門士

北海道 北海 Ｏ・Ｈ RIZAP 株式会社 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
JCCA ベーシックインストラクター・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーショ
ンマネージャー資格エントリー・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

北海道 北見商業 Ｔ・Ｔ 株式会社フュービック 東京都 こども運動指導者２級・サービス接遇検定　３級・サッカー C 級コーチ・モチベーション・マ
ネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 野幌 Ｓ・Ｈ 株式会社ソフネットジャパン 東京都 ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA リラクゼーションセラピスト・モチベーション・
マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 野幌 Ｉ・Ｍ 株式会社　VICREO 北海道 JCCA ベーシックインストラクター・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

北海道 野幌 Ｈ・Ｈ エスポラーダ北海道サテライト /JOYFIT アルバイト 北海道
健康運動実践指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・IHTA リラクゼーションセラピス
ト・スポーツトレーナーベーシック・チャイルドボディセラピスト 3 級・モチベーション・マネ
ジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・日本スポーツボランティア
ネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士

北海道 野幌 Ｎ・Ｋ メディカル・ケア・サービス株式会社 北海道 IHTA リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・専門士

北海道 有朋 Ｓ・Ｋ 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 東京都
IHTA リラクゼーションセラピスト・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーション
マネージャー資格エントリー・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボラン
ティア研修会・専門士

北海道 留萌 Ｏ・Ｙ 株式会社フージャースウェルネス＆スポーツ 北海道 JCCA ベーシックインストラクター・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マネジ
メント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門士

その他 既卒 Ｔ・Ｓ 札幌健康スポーツ財団 北海道 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士

その他 既卒 Ｓ・Ｙ 京王プラザホテル札幌　スポーツ＆フィットネスペント・セプト 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・JCCA ベー
シックインストラクター・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベーション・マ
ネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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・日本スポーツボランティアネットワーク認定　スポーツボランティア研修会・専門士
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その他 既卒 Ｙ・Ｙ 幼児活動研究会株式会社 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・スポーツト
レーナーベーシック・モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー
資格エントリー・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

その他 既卒 Ｎ・Ｒ 株式会社ピーアールセンター 北海道 モチベーション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・専門
士

その他 既卒 Ａ・Ｋ 株式会社つながり 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・IHTA リラクゼーションセラピスト・
こども運動指導者２級・サービス接遇検定　３級・スポーツトレーナーベーシック・モチベー
ション・マネジメント協会公認　モチベーションマネージャー資格エントリー・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 Ｏ・Ａ 株式会社 ICE 東京都 健康運動実践指導者・こども運動指導者２級・サービス接遇検定　３級・専門士

北海道 旭川実業 Ｉ・Ｒ 星槎大学（進学） 神奈川県 健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・専門士

北海道 旭川実業 Ｎ・Ａ 株式会社フュービック 東京都 赤十字救急法救急員・専門士

北海道 旭川龍谷 Ｋ・Ｎ 海外語学留学
日本スポーツ協会公認　アスレティックトレーナー・健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指
導者・赤十字救急法救急員・Kidbics Basic Certificate・SAQ インストラクターレベル１・こども運
動指導者２級・サービス接遇検定　３級・サッカー C 級コーチ・スポーツトレーナーベーシック・チャ
イルドボディセラピスト 3 級・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・パソコン技能能力検定３級・専門士

北海道 倶知安 Ｎ・Ａ RIZAP 株式会社 東京都 健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・フィットネスクラブ・マネジメント技能
検定 3 級・赤十字救急法救急員・専門士

北海道 恵庭南 Ｋ・Ｓ 株式会社トゥエンティーフォーセブン 北海道 健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・SAQ インストラ
クターレベル１・サービス接遇検定　３級・専門士

北海道 江陵 Ｋ・Ｒ 株式会社シェア 北海道
JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・Kidbics Basic Certificate・SAQ インス
トラクターレベル１・こども運動指導者２級・サービス接遇検定　３級・サッカー C 級コーチ・
専門士

北海道 札幌英藍 Ａ・Ｓ 株式会社フージャース ウェルネス＆スポーツ 北海道 健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・スポーツト
レーナーベーシック・パソコン技能能力検定３級・専門士

北海道 札幌丘珠 Ｉ・Ｓ 株式会社 RAJA 東京都 健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・ストレッチングトレーナーパートナー・
赤十字救急法救急員・サッカー C 級コーチ・専門士

北海道 札幌啓北商業 Ｓ・Ｔ 札幌スポーツ＆メディカル専門学校　鍼灸夜間部進学 北海道 健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・SAQ インストラ
クターレベル１・専門士

北海道 札幌啓北商業 Ｔ・Ｋ 株式会社ニサカ 北海道 健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・フィットネスクラブ・マネジメント技能
検定 3 級・専門士

北海道 札幌創成 Ｗ・Ｓ 株式会社 オリーブスパ 東京都 健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・パソコン技能
能力検定３級・専門士

北海道 札幌日本大学 Ｏ・Ｒ 札幌スポーツ＆メディカル専門学校　鍼灸夜間部（進学） 北海道
日本スポーツ協会公認　アスレティックトレーナー・健康運動実践指導者・JATI 認定トレー
ニング指導者・赤十字救急法救急員・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３
級・パソコン技能能力検定３級・専門士

北海道 札幌北斗 Ｎ・Ｎ 株式会社 RAJA 北海道 サービス接遇検定　３級・専門士

北海道 帯広緑陽 Ｔ・Ｓ 株式会社ケッズトレーナー 東京都
日本スポーツ協会公認　アスレティックトレーナー・健康運動実践指導者・JATI 認定トレー
ニング指導者・赤十字救急法救急員・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３
級・サッカー C 級コーチ・専門士

北海道 滝川 Ｓ・Ｙ 札幌健康スポーツ財団 北海道 JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・サービス接遇検定　３級・パソコン技能
能力検定３級・専門士

北海道 稚内大谷 Ｓ・Ｒ 株式会社ニサカ 北海道 健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・専門士

北海道 日高 Ｙ・Ｒ 札幌スポーツ＆メディカル専門学校　鍼灸夜間部進学 北海道
日本スポーツ協会公認　アスレティックトレーナー・健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニ
ング指導者・赤十字救急法救急員・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力検定３級・専門
士

北海道 八雲 Ｍ・Ｙ 株式会社 Thanksliving 北海道 健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・ストレッチングト
レーナーパートナー・SAQ インストラクターレベル１・専門士

北海道 北海道栄 Ｓ・Ｙ 株式会社ウェルネスフロンティア（苫小牧店アルバイト） 北海道 健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・SAQ インストラクターレベル１・サービ
ス接遇検定　３級・専門士
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北海道 北海道文教大学明清 Ｉ・Ｈ 明日佳グループ　株式会社メディカルサポート 北海道
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・Kidbics Basic 
Certificate・SAQ インストラクターレベル１・サービス接遇検定　３級・サッカー C 級コー
チ・パソコン技能能力検定３級・専門士

北海道 北見柏陽 Ａ・Ｔ 医療法人社団三水会　北千葉整形外科 千葉県
日本スポーツ協会公認　アスレティックトレーナー・健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニ
ング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・赤十字救急法救急員・サービス接遇検定　３級・スポーツト
レーナーベーシック・専門士

北海道 北見緑陵 Ｓ・Ｒ 札幌スポーツ＆メディカル専門学校　鍼灸夜間部進学 北海道
日本スポーツ協会公認　アスレティックトレーナー・健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニ
ング指導者・PHI Pilates A.C.Ts・赤十字救急法救急員・Kidbics Basic Certificate・SAQ イン
ストラクターレベル１・こども運動指導者２級・サービス接遇検定　３級・パソコン技能能力
検定３級・専門士

北海道 北広島西 Ｆ・Ｄ 医療法人白樺会 介護老人保健施設麓華苑 北海道 健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・サービス接遇検定　３級・専門士

北海道 北星学園女子中学 Ｎ・Ｙ 株式会社 LAVAInternational ホットヨガスタジオ 東京都
健康運動実践指導者・JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・SAQ インストラ
クターレベル１・こども運動指導者２級・サービス接遇検定　３級・チャイルドボディセラピ
スト 3 級・専門士

北海道 名寄産業 Ｉ・Ｓ 星槎大学（進学） 神奈川県 健康運動実践指導者・こども運動指導者２級・スポーツトレーナーベーシック・専門士

青森県 青森山田 Ｏ・Ｒ カーリング競技選手 北海道 ストレッチングトレーナーパートナー・専門士

その他 既卒 Ｋ・Ｈ 株式会社ボディワークホールディングス 東京都 JATI 認定トレーニング指導者・赤十字救急法救急員・自然体験活動指導者（ＮＥＡＬ）・専門士
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北海道 旭川大学 Ｔ・Ｍ 株式会社クラシオン 北海道 柔道整復師・PHI Pilates A.C.Ts・専門士

北海道 芽室 Ｙ・Ｈ 氷川町整形外科皮ふ科 東京都 柔道整復師・専門士

北海道 江別 Ｋ・Ｋ ちせのわ整骨院 北海道 柔道整復師・PHI Pilates A.C.Ts・専門士

北海道 札幌啓北商業 Ｍ・Ｒ ちせのわ整骨院 北海道 専門士

北海道 札幌静修 Ｔ・Ｒ 株式会社クラシオン 千葉県 専門士

北海道 札幌東豊 Ｅ・Ｋ 株式会社 Y's Twin 北海道 柔道整復師・専門士

北海道 札幌東陵 Ｕ・Ｋ 株式会社エスフェイズ 北海道 柔道整復師・専門士

北海道 札幌東陵 Ｍ・Ｍ 株式会社ワイストーク 北海道 柔道整復師・専門士

北海道 札幌日本大学 Ｎ・Ｅ えんしん整骨院 北海道 柔道整復師・専門士

北海道 室蘭東翔 Ｔ・Ｎ 株式会社ワイストーク 北海道 柔道整復師・PHI Pilates A.C.Ts・専門士

北海道 小樽潮陵 Ｏ・Ｍ 札幌スポーツ＆メディカル専門学校（鍼灸科）（進学） 北海道 柔道整復師・PHI Pilates A.C.Ts・専門士

北海道 石狩翔陽 Ｍ・Ｋ 株式会社 share 北海道 PHI Pilates A.C.Ts・専門士

北海道 石狩翔陽 Ｅ・Ｍ ちせのわ整骨院 北海道 専門士

北海道 中標津 Ｓ・Ｔ 株式会社 forward　こころ整骨院 北海道 専門士

北海道 東川 Ｋ・Ｎ 株式会社クラシオン 千葉県 専門士

北海道 北海道美唄尚栄 Ｔ・Ｓ 株式会社 givers 北海道 柔道整復師・JATI 認定トレーニング指導者・専門士

北海道 檜山北 Ｋ・Ｙ 株式会社 介護 NEXT 北海道 PHI Pilates A.C.Ts・専門士

その他 既卒 Ｉ・Ｍ ほうしん治療院 北海道 柔道整復師・専門士
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北海道 旭川南 Ｆ・Ｔ 株式会社クラシオン 千葉県 柔道整復師・専門士

北海道 釧路江南 Ｔ・Ｍ 株式会社 SYNERGY JAPAN 大阪府 柔道整復師・専門士

北海道 石狩翔陽 Ｗ・Ｒ 株式会社クラシオン 千葉県 柔道整復師・専門士

北海道 函館西 Ｙ・Ｋ 株式会社 TAKEDA　GROUP 北海道 柔道整復師・専門士

北海道 飛鳥未来　札幌キャンパス Ｉ・Ｋ 株式会社 爽健グローバル 笑顔道整骨院グループ 東京都 専門士

その他 既卒 Ｍ・Ｍ 株式会社 TAKEDA　GROUP 北海道 柔道整復師・専門士

その他 既卒 Ｆ・Ｋ 住友ゴム工業株式会社 北海道 専門士

その他 既卒 Ｏ・Ｓ 羊ケ丘病院 北海道 柔道整復師・専門士

その他 既卒 Ｋ・Ｎ 株式会社シー・エム・シー 東京都 柔道整復師・専門士

その他 既卒 Ａ・Ｄ 株式会社 givers 北海道 柔道整復師・専門士

その他 既卒 Ｙ・Ｙ ちせのわ整骨院 北海道 柔道整復師・専門士

その他 既卒 Ｍ・Ｔ 株式会社ゆうしん 北海道 柔道整復師・専門士
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北海道 札幌稲雲 Ｔ・Ｔ iCure テクノロジー株式会社 東京都 はり師・きゅう師・JATI 認定トレーニング指導者・専門士

北海道 札幌東豊 Ｙ・Ｋ 札幌スポーツ整骨院スポさか 北海道 はり師・きゅう師・専門士

北海道 札幌龍谷学園 Ｉ・Ｓ 株式会社ゆうしん 北海道 はり師・きゅう師・JATI 認定トレーニング指導者・専門士

北海道 市立札幌大通 Ｓ・Ｔ 株式会社 SYNERGY JAPAN 大阪府 はり師・きゅう師・専門士

北海道 滝川西 Ｎ・Ｍ 株式会社あおば 東京都 はり師・きゅう師・専門士

北海道 北広島西 Ｙ・Ｓ 株式会社 share 北海道 専門士

その他 既卒 Ｍ・Ｔ 株式会社ゆうしん 北海道 はり師・きゅう師・専門士

その他 既卒 Ｔ・Ｋ 株式会社 TAKEDA　GROUP 北海道 はり師・きゅう師・専門士
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北海道 帯広緑陽 Ｔ・Ｓ 株式会社ケッズトレーナー 東京都 はり師・きゅう師・専門士

その他 既卒 Ｓ・Ｍ 学校法人三幸学園 北海道 はり師・きゅう師・専門士

その他 既卒 Ｋ・Ｓ 株式会社ゆうしん 北海道 はり師・きゅう師・専門士

その他 既卒 Ｏ・Ｋ 株式会社クラシオン 千葉県 専門士
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