
運転免許 行政・司法系 土木・建築系 医療・福祉系 IT系

普通自動車免許 弁護士 1級建築士 医薬情報担当者認定（MR認定） Access　ビジネスデータベース技能認定試験

準中型自動車免許 弁理士 2級建築士 あん摩マッサージ指圧師 Adobe　Certified　Expert

中型自動車免許 米国弁護士 1級建設機械施工技士 カイロプラクティック師 CADトレース技能審査

大型自動車免許 行政書士 2級建設機械施工技士 きゅう師 CAD利用技術者試験

普通自動二輪車免許 司法書士 建設業経理士1級 クリーニング師 建築CAD検定試験

大型自動二輪車免許 ビジネス実務法務検定試験 建設業経理士2級 医師 CompTIA認定資格

普通自動車第二種免許 マンション管理士 建設業経理士3級 看護師 C言語プログラミング能力認定試験

大型自動車第二種免許 海事代理士 建築設備士 准看護師 DTPエキスパート

語学系 管理業務主任者 建築施工管理技士 義肢装具士 DTP検定

実用英語技能検定1級 宅地建物取引士 建築積算資格者 救急救命士 Excel　表計算処理技能認定試験

実用英語技能検定準1級 通関士 建築設備検査資格者 言語聴覚士 HP認定プロフェッショナル・プログラム

実用英語技能検定2級 土地家屋調査士 管工事施工管理技士 作業療法士 IBM技術者認定制度

実用英語技能検定準2級 不動産コンサルティング 基礎施工士検定 産業カウンセラー Illustratorクリエイター能力認定試験

実用英語技能検定3級 不動産鑑定士 建築物環境衛生管理技術者 シニア産業カウンセラー ITコーディネータ

実用英語技能検定4級 不動産鑑定士補 商業施設士試験 思春期カウンセラー Java　プログラミング能力認定試験

日本語能力試験 N1 知的財産管理技能士 昇降機検査資格者 視覚障害生活訓練指導員 マイクロソフト認定資格（MCP）

日本語能力試験 N2 教育系 消防設備士 視能訓練士 マイクロソフト認定資格（MCSD）

日本語能力試験 N3 幼稚園教諭 消防設備点検資格者 歯科医師 マイクロソフト認定資格（MCSE）

日本語能力試験 N4 小学校教諭 造園施工管理技士 歯科衛生士 マイクロソフト認定資格（MCT）

日本語能力試験 N5 中学校教諭 測量士 歯科技工士 マイクロソフト認定資格（MCSA）

ビジネス英検A級 高等学校教諭 測量士補 社会福祉士 マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS）アソシエイト

ビジネス英検B級 特別支援学校教諭 地質調査技士資格検定 社会福祉主事 マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS）エキスパート

ビジネス英検C級 司書 鉄骨製作管理技術者 手話通訳士 マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS） マスター

工業英語能力検定1級 司書補 電気工事施工管理技士 受胎調節実地指導員 NTTコミュニケーションズインターネット検定「．Com　Master」

工業英語能力検定2級 学芸員 土地改良換地士 柔道整復師 Photoshopクリエイター能力認定試験

工業英語能力検定3級 労働環境・安全衛生関連系 土地区画整理士 助産師 Power　Pointプレゼンテーション技能認定試験

工業英語能力検定4級 エックス線作業主任者 土木施工管理技士 障害者スポーツ指導員 P検インストラクター試験

商業英語検定A ガス溶接技能者 特殊建築物等調査資格者 浄化槽管理士 P検－パソコン検定試験

商業英語検定B ガス溶接作業主任者 非破壊試験技術者 浄化槽技術管理者 Webクリエイター能力認定試験

旅行業英語検定A級 ガンマ線透過写真撮影作業主任者 福祉住環境コーディネーター検定試験 精神保健福祉士 Word　文書処理技能認定試験

旅行業英語検定B級 クレーン運転士 防火管理者 保育士 システムアーキテクト試験

旅行業英語検定C級 コンクリート橋架設等作業主任者 林業技士 保健師 ウェブデザイン実務士

グレック公式英文速記 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 監理技術者 薬剤師 オラクル認定技術者制度（オラクルマスター）

英語ビジネス文書作成技能検定A コンクリート破砕器　作業主任者 シビルコンサルティングマネージャ（RCCM） 理学療法士 システム監査技術者試験

英語ビジネス文書作成技能検定B ショベルローダー等運転技能者 運輸・交通・通信系 臨床検査技師 応用情報技術者試験

英語ビジネス文書作成技能検定C ずい道等の掘削等作業主任者 有線テレビジョン放送技術者 臨床工学技士 ディジタル技術検定

英語ビジネス文書作成技能検定D ずい道等の覆工作業主任者 アマチュア無線技士 臨床心理士 ビジネスキーボード認定試験

英語ビジネス文書作成技能検定E デリック運転士 運航管理者 介護支援専門員 ファイリング・デザイナー検定

HSK漢語水平考試 はい作業主任者 貨物自動車運送事業の運行管理者 主任介護支援専門員 プロジェクトマネージャー

ドイツ語技能検定1級 フォークリフト運転者 航空機関士 介護福祉士 ワードプロセッサ技能認定試験

ドイツ語技能検定2級 プレス機械作業主任者 航空工場検査員 介護保険事務管理士 基本情報技術者

ハングル能力検定1級 ボイラー技士 航空工場整備士 ホームヘルパー1級 情報セキュリティ　アドミニストレータ試験

ハングル能力検定2級 ボイラー取扱者 航空士 登録販売者 検索技術者検定

ビジネス中国語検定 ボイラー据付工事作業主任者 航空従事者 診療放射線技師 情報処理技術者能力認定試験

フランス語検定1級 ボイラー整備士 航空整備士 栄養管理系 情報処理検定

フランス語検定2級 ボイラー溶接士 航空通信士 栄養士 電子メール活用能力検定試験

中国語検定1級 移動式クレーン運転士 航空無線通信士 管理栄養士 電子化ファイリング検定

中国語検定2級 一般計量士 指定自動車教習所指導員 食品衛生管理者 XML技術者認定制度

通訳案内士 衛生管理者 事業用操縦士（回転翼航空機） 調理師 OMG認定UML技術者資格試験

通訳士1級 衛生工学衛生管理者 事業用操縦士（滑空機） その他 ネットワークスペシャリスト

通訳士2級 鉛作業主任者 事業用操縦士（飛行機） 美容師 マイコン応用システムエンジニア

翻訳技能認定試験1級 化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者 事業用操縦士（飛行船） 理容師 データベーススペシャリスト

翻訳技能認定試験2級 乾燥設備作業主任者 自家用操縦士（回転翼航空機） 気象予報士 SAP R/3認定コンサルタント（ASAP）

翻訳技能認定試験3級 環境計量士 自家用操縦士（滑空機） 獣医師 SAP R/3認定コンサルタント（ABAP)

日商ビジネス英語検定1級 玉掛技能講習 自家用操縦士（飛行機） 公認スポーツ指導者 SAP R/3認定コンサルタント（MM）

日商ビジネス英語検定2級 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 自家用操縦士（飛行船） SAP R/3認定コンサルタント（FI）

日商ビジネス英語検定3級 公害防止管理者 自動車整備士 SAP R/3認定コンサルタント（HR）

CASEC 鋼橋架設等作業主任者 小型船舶操縦士 SAP R/3認定コンサルタント（PP）

経営・経理系 高圧室内作業主任者 総合無線通信士 SAP R/3認定コンサルタント（SD）

公認会計士 高所作業車運転技能者 定期運送用操縦士（飛行機） SAP R/3認定コンサルタント（CO）

公認会計士補 採石のための掘削作業主任者 動力車操縦者 その他SAP認定資格

税理士 作業環境測定士 特殊無線技士（海上） 情報処理技術者試験

EA（米国税理士） 酸素欠乏危険作業主任者 特殊無線技士（航空） UMLモデリング技能認定試験

CPA（米国公認会計士） 四アルキル鉛等作業主任者 特殊無線技士（陸上） 文書処理能力検定試験 I 種

CIA（公認内部監査人） 車両系建設機械運転技能者 陸上無線技術士 文書処理能力検定試験 II 種

CFM（米国公認経営管理士） 臭気判定士 旅客自動車運送事業の運行管理者 パソコン技能検定CAD試験

中小企業診断士 小型移動式クレーン運転技能講習 原動機付自転車免許 ITIL資格認定試験

MBA（経営学修士） 床上操作式クレーン運転技能講習 小型特殊自動車免許 レッドハット認定資格（RHCE）

証券一種外務員資格 潜水士 大型特殊自動車第一種免許 日商PC検定試験(文書作成)

証券二種外務員資格 船内荷役作業主任者 大型特殊自動車第二種免許 日商PC検定試験(データ活用)

CMA証券アナリスト 足場の組立て等作業主任者 自動車整備管理者 【OCJ-A】Oracle認定Javaアソシエイツ

CFA証券アナリスト 地山の掘削作業主任者 工事担任者 【OCJ-P】Oracle認定Javaプログラマ

損害保険代理店資格 土止め支保工作業主任者 国内電信級陸上特殊無線技士 【OCJ-D】Oracle認定Javaディベロッパ

ファイナンシャル・プランナー（AFP） 特定化学物質等作業主任者 線路主任技術者 【OCJ-WC】Oracle認定webコンポーネントディベロッパ

ファイナンシャル・プランナー（CFP） 特別管理産業廃棄物管理責任者 自動車検査員 【OCJ-BC】Oracle認定ビジネスコンポーネントディベロッパ

ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 廃棄物処理施設技術管理者 中型自動車免許 【OCJ-WS】Oracle認定 Java Web サービスディベロッパ

ファイナンシャル・プランニング技能検定2級 発破技師 船舶電装士 【OCJ-MA】Oracle認定モバイルアプリケーションディベロッパ

ファイナンシャル・プランニング技能検定3級 不整地運搬車運転技能者 電話応対技能検定(もしもし検定) 【OCJ-EA】Oracle認定エンタープライズアーキテクト

秘書検定1級 普通第1種圧力容器取扱作業主任者 警備員検定 パソコンインストラクター資格認定試験

秘書技能検定 木材加工用機械作業主任者 通販エキスパート検定 ITパスポート

日商簿記検定1級 木造建築物の組立て等作業主任者 VBAエキスパート

日商簿記検定2級 有機溶剤作業主任者 ITストラテジスト

日商簿記検定3級 揚貨装置運転士 システムアーキテクト

貿易実務検定A級 林業架線作業主任者 エンベデッドシステムスペシャリスト

貿易実務検定B級 労働安全コンサルタント 情報セキュリティスペシャリスト

貿易実務検定C級 労働衛生コンサルタント ITサービスマネージャ

経営コンサルタント アーク溶接作業者 情報処理技術者認定試験

経営労務コンサルタント クレーン・デリック運転士 マルチメディア検定

DCプランナー 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 ウェブデザイン技能士

アクチュアリー 第一種電気工事士 コンピュータサービス技能評価試験(ワープロ技士)

キャリアカウンセラー 第二種電気工事士 コンピュータサービス技能評価試験(表計算技士)

キャリア・コンサルタント 第三種電気主任技術者 LPIC

コンプライアンス・オフィサー認定 危険物取扱者（甲種） IC3

パソコン財務会計主任者試験 1級 危険物取扱者（乙種） ITプランニング・セールス（ITPS）

ビジネス実務マナー検定（実務検定） 危険物取扱者（丙種） CGクリエイター検定

ビジネス能力検定（B検） CGエンジニア検定

ビジネス文書検定 Webデザイナー検定

印刷営業士 画像処理エンジニア検定

管理印刷営業士 日本語ワープロ検定試験

社会保険労務士 ホームページ作成検定試験

珠算能力検定10段 HTML5プロフェッショナル認定資格

商品先物取引外務員 オープンソースデータベース技術者認定資格(OSS-DB)

消費生活アドバイザー Apache CloudStack技術者認定資格 by LPI-JAPAN

販売管理士 OPCEL認定資格

販売士1級 オラクルマスター

PMP（Project Management Profes） SaS

メディカルクラーク（医科） SPSS

医療事務管理士 R

医療事務実務士 SQL

医療保険士 Rails技術者認定試験

メディカルクラーク（歯科） Ruby技術者認定試験

歯科医療事務管理士 PHP技術者認定試験

調剤事務管理士 Pythonエンジニア認定試験

調剤事務実務士 情報セキュリティマネジメント試験

秘書検定準1級

秘書検定2級

秘書検定3級

上記にない場合は別途記載


