
■領域【マネー】

登録条件 提出資格・免許

ファイナンシャルプランナー

CFP、AFP、ファイナンシャル･プランニング技能検定1級、ファイナンシャ
ル･プランニング技能検定2級のいずれかの資格保持者であり、過去3年以内
にファイナンシャルプランニングに関する業務に2年以上従事し、実績があ
る。

CFP、AFP、ファイナン
シャル･プランニング技
能検定1級、ファイナン
シャル･プランニング技
能検定2級

住宅ローンアドバイザー 過去3年以内に住宅ローンの相談業務に2年以上従事し、アドバイスの実績が
ある。

保険アドバイザー 保険募集⼈資格保持者であり、過去3年以内に保険販売に関する業務に2年以
上従事し、実績がある。

保険募集⼈、代理
店委託契約書

証券アナリスト
証券アナリスト資格を保持し、個別証券の分析・評価に関するコンサルティ
ングに過去3年以内、直近2年以上従事し実績があり、現在投資助⾔・代理業
を登録済みである企業に在籍しているか、個⼈事業主として投資助⾔・代理

証券アナリスト、
投資助⾔・代理業

投資アドバイザー
⾦融商品への投資に関するアドバイス業務に過去3年以内、直近2年以上従事
し実績があり、現在投資助⾔・代理業を登録済みである企業に在籍している
か、個⼈事業主として投資助⾔・代理業の登録済みである。

投資助⾔・代理業

不動産投資アドバイザー 宅地建物取引主任者資格保持者であり、過去3年以内に不動産投資アドバイ
スに関する業務に2年以上従事し、コンサルティングの実績がある。

宅地建物取引主任
者

■領域【建築・不動産】

登録条件 提出資格・免許

建築家

一級建築士、二級建築士、木造建築士のいずれかの資格保持者であり、過去
3年以内に住宅や店舗の設計、施⼯監理などの業務に2年以上従事し、実績が
ある。もしくは、出展者が代表者である事務所内に一級建築士、二級建築
士、木造建築士のいずれかの資格保持者がおり、過去3年以内に住宅や店舗
の設計、施⼯監理などの業務に2年以上従事し、実績がある。

一級建築士、二級
建築士
木造建築士

工務店
建設業免許を有する⼯務店の経営または業務に携わる者で、過去3年以内に
住宅建築に関わる業務に2年以上従事し、住宅の建築実績がある。※法⼈か
らご出展の方のみ選択いただけます。

建設業免許

リフォームコーディネーター
過去3年以内にリフォームのプランニング、施⼯に関わる業務に2年以上従事
し、実績がある。

インテリアコーディネーター
過去3年以内に内装・インテリアのプランニング、コーディネート、施⼯に
関する業務に2年以上従事し、実績がある。

インテリアデザイナー 過去3年以内にインテリアのデザイン、製造に関わる業務に2年以上従事し、
実績がある。

住宅設備コーディネーター 住宅設備の提案・施⼯・メンテナンスなどの関連業務に、過去3年以内に2年
以上従事し実績がある。

エクステリアコーディネーター
過去3年以内に住宅のエクステリア⼯事（外装⼯事、外構⼯事など）に関わ
る業務に2年以上従事し、住宅の建築実績がある。
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登録条件 提出資格・免許職種名

ガーデンデザイナー 過去3年以内に庭園のデザイン、プランニング、施⼯に関する業務に2年以上
従事し、実績がある。

庭師 庭園のデザイン・施⼯、植樹・植栽・剪定に関する業務に、過去3年以内に2
年以上従事し実績がある。

石材アドバイザー 建築石材や墓石の、デザイン・施⼯・アドバイス等に関わる業務に従事し、
過去3年以内に2年以上の実績がある。

福祉住環境コーディネーター
福祉住環境コーディネーター資格の保有者であり、過去3年以内に介護・福
祉に関連した住宅の建築やリフォーム業務に2年以上従事し、実績がある。

福祉住環境コー
ディネーター

建築プロデューサー
過去3年以内に、施主に対して家の建築に関するアドバイスや設計事務所や
⼯務店などの選定、紹介を⾏うプロデュース業務、もしくは⾃らが建物を引
き渡すまで責任を持つスタイルの建築プロデュース業務に2年以上従事し、

宅地建物取引主任者 宅地建物取引主任者資格保持者であり、過去3年以内に不動産に関する業務
に2年以上従事し、取引実績がある。

宅地建物取引主任
者

不動産業
宅地建物取引業免許を有する不動産業の経営または業務に携わる者で、過去
3年以内に不動産に関する業務に2年以上従事し、実績がある。※法⼈からご
出展の方のみ選択いただけます。

宅地建物取引業免
許

不動産コンサルタント 過去3年以内に不動産コンサルティング業務に2年以上従事し、コンサルティ
ング実績がある。

マンション管理⼠ マンション管理士資格保持者であり、過去3年以内にマンション管理に関す
る業務に2年以上従事し、実績がある。

マンション管理士

■領域【医療・健康】

登録条件 提出資格・免許

医師 医師資格保持者であり、過去3年以内に医療に関する業務に2年以上従事し、
実績がある。

医師免許

⻭科医師 ⻭科医師資格保持者であり、過去3年以内に⻭科医療に関する業務に2年以上
従事し、実績がある。

⻭科医師免許

薬剤師 薬剤師資格保持者であり、過去3年以内に調剤及び一般⽤医薬品の販売に関
する業務に2年以上従事し、実績がある。

薬剤師

⼼理カウンセラー 臨床⼼理士、産業カウンセラーのいずれかの資格保持者であり、過去3年以
内にカウンセリングに関する業務に2年以上従事し、実績がある。

臨床⼼理士、産業
カウンセラー

鍼灸マッサージ師 「鍼師」「灸師」「あんま指圧マッサージ師」の全資格保持者であり、過去
3年以内に鍼灸マッサージに関する業務に2年以上従事し、実績がある。

はり師、きゆう師
あん摩マッサージ
指圧師

あん摩マッサージ指圧師 あん摩マッサージ指圧師資格保持者であり、過去3年以内にマッサージに関
する業務に2年以上従事し、実績がある。

あん摩マッサージ
指圧師

鍼灸師 鍼灸師資格保持者であり、過去3年以内に鍼灸に関する業務に2年以上従事
し、実績がある。

はり師及びきゆう
師

柔道整復師 柔道整復師資格保持者であり、過去3年以内に柔道整復術に関する業務に2年
以上従事し、実績がある。

柔道整復師

職種名
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登録条件 提出資格・免許職種名

カイロプラクター カイロプラクティックに関する、学士、または、博士号があり、過去3年以
内にカイロプラクティックに関する業務に2年以上従事し、実績がある。

カイロプラク
ティックの学士ま
たは博士号の証明
書

栄養⼠ 栄養士資格保持者であり、過去3年以内に栄養指導に関する業務に2年以上従
事し、実績がある。

栄養士

食事・栄養アドバイザー ⾷⽣活や栄養摂取の指導・アドバイスに関わる業務に従事し、過去3年以内
に2年以上の実績がある。

■領域【キャリア・仕事】

登録条件 提出資格・免許

キャリアカウンセラー
マンツーマンのカウンセリングにより、依頼者のキャリア支援、転職のアド
バイスを⾏う業務に従事し、キャリア支援のみ、転職アドバイスのみで完結
するサービスを提供できる場合に限ります。過去3年以内に2年以上の実績が

転職コンサルタント ⼈材紹介を目的に、転職希望者に対し包括的に転職活動の支援を⾏う業務に
従事し、過去3年以内に2年以上の実務経験がある。

ビジネスコーチ ビジネスに関するコーチングを⾏う業務に従事し、過去3年以内に2年以上の
実績がある。

パーソナルコーチ キャリアに関するコーチングを⾏う業務に従事し、過去3年以内に2年以上の
実績がある。

留学アドバイザー 海外留学に関する助⾔または指導を⾏う業務に従事し、過去3年以内に2年以
上の実績がある。

■領域【⼈⽣・ライフスタイル】

登録条件 提出資格・免許

獣医 獣医師資格保持者であり、過去3年以内に獣医師に関する業務に2年以上従事
し、実績がある。

獣医師免許

ドッグトレーナー 過去3年以内に預かり形態でのしつけを主とする業務に2年以上従事し、実績
がある。

動物取扱業

しつけインストラクター 過去3年以内に飼い主を交えた状況での指導を主とする業務に2年以上従事
し、実績がある。

動物取扱業

トリマー 過去3年以内に⽝、猫などのペットのグルーミングや美容全般に関わる業務
に2年以上従事し、実績がある。

動物取扱業

婚活アドバイザー 結婚活動に関する助⾔または指導を⾏う業務に従事し、過去3年以内に2年以
上の実績がある。

ウェディングプランナー ウエディングプランナー業務に従事し、過去3年以内に2年以上の実績があ
る。
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登録条件 提出資格・免許職種名

司会者 司会業務に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

防災アドバイザー 防災に関する助⾔または指導を⾏う業務に従事し、過去3年以内に2年以上の
実績がある。

防犯アドバイザー 防犯に関する助⾔または指導を⾏う業務に従事し、過去3年以内に2年以上の
実績がある。

DIYインストラクター DIYに関する助⾔または指導を⾏う業務に従事し、過去3年以内に2年以上の
実績がある。

収納アドバイザー 住宅や職場における、整理や収納の指導・アドバイスに関わる業務に従事
し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

ハウスクリーニングアドバイザー
住宅や職場の、清掃やクリーニングに関する代⾏業務、または指導・アドバ
イスに関わる業務に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

■領域【育児・教育】

登録条件 提出資格・免許

家庭教師 家庭教師業務に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

塾講師 学習塾での指導を⾏う業務に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

■領域【恋愛・男⼥関係】

登録条件 提出資格・免許

恋愛アドバイザー 恋愛に関する助⾔または指導を⾏う業務に従事し、過去3年以内に2年以上の
実績がある。

離婚アドバイザー 離婚に関する助⾔または指導を⾏う業務に従事し、過去3年以内に2年以上の
実績がある。

■領域【スキル・資格】

登録条件 提出資格・免許

ビジネススキル講師 ビジネススキルに関する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の実績があ
る。

パソコン講師 パソコンに関する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

マナー講師 マナー指導を⾏う業務に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

職種名
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登録条件 提出資格・免許職種名

英語講師
英語講師の業務に従事し、過去3年以内に2年以上の実績があり、かつ
TOEIC800点、英検準1級、TOEFL iBT:88,cBT:230,pBT:574、相当以上
の語学⼒を有する。もしくは、英語を⺟国語・公⽤語としている国の出⾝で

語学講師 英語を除く語学に関する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の実績があ
る。

■領域【趣味・教養】

登録条件 提出資格・免許

書道講師 書道に関する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

華道講師 華道に関する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

茶道講師 茶道に関する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

着付け講師 着付けに関する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

料理講師 調理に関する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

音楽講師 ⾳楽に関する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

調律師 楽器の調律に関する業務に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

アートインストラクター 絵画もしくは⼯芸に類する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の実績が
ある。

フラワーアレンジメント講師
フラワーアレンジメントに関する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の
実績がある。

■領域【運動・スポーツ】

登録条件 提出資格・免許

ヨガインストラクター ヨガに関する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

ピラティスインストラクター ピラティスに関する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

ゴルフインストラクター ゴルフに関する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

ダンスインストラクター ダンスに関する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。
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登録条件 提出資格・免許職種名

アウトドアスポーツインストラクター
アウトドアスポーツに関する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の実績
がある。

スポーツトレーナー スポーツトレーナーとしてスポーツ選手・競技者をサポートする業務に従事
し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

スポーツインストラクター 各種のスポーツに関する教授業に従事し、過去3年以内に2年以上の実績があ
る。

■領域【美容・ファッション】

登録条件 提出資格・免許

パーソナルスタイリスト 過去3年以内にパーソナルスタイリストの業務に2年以上従事し、実績があ
る。

イメージコンサルタント 過去3年以内にイメージコンサルティングの業務に2年以上従事し、実績があ
る。

■領域【制作・クリエイティブ】

登録条件 提出資格・免許

ライター 過去3年以内に、広告・販促等に関する⽂章執筆の業務に2年以上従事し、実
績がある。

コピーライター 過去3年以内に、広告・販促等に関するコピーライティングの業務に2年以上
従事し、実績がある。

エディトリアルデザイナー
過去3年以内に、広告・販促等に関するエディトリアルデザインの業務に2年
以上従事し、実績がある。

編集者 過去3年以内に、広告・販促等に関する⽂章編集の業務に2年以上従事し、実
績がある。

グラフィックデザイナー 過去3年以内に、グラフィックデザインの業務に2年以上従事し、実績があ
る。

イラストレーター 過去3年以内に、イラスト制作の業務に2年以上従事し、実績がある。

プロダクトデザイナー 過去3年以内に、プロダクトデザインの業務に2年以上従事し、実績がある。

カメラマン 過去3年以内に、写真撮影の業務に2年以上従事し、実績がある。

映像カメラマン 過去3年以内に、映像撮影の業務に2年以上従事し、実績がある。

映像ディレクター 過去3年以内に、映像のディレクションまたは編集の業務に2年以上従事し、
実績がある。
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登録条件 提出資格・免許職種名

音楽家 過去3年以内に、広告・販促等に関する⾳楽制作の業務に2年以上従事し、実
績がある。

音楽ディレクター 過去3年以内に、広告・販促等に関する⾳楽制作のディレクションまたは編
集の業務に2年以上従事し、実績がある。

Webプロデューサー 過去3年以内にＷｅｂプロデューサーの業務に2年以上従事し、実績がある。

Webデザイナー 過去3年以内にＷｅｂデザイナーの業務に2年以上従事し、実績がある。

印刷店 印刷店の経営または業務に関わるもので、印刷物の提案・プランニング・製
作に関する業務に、過去3年以内2年以上従事し実績がある。

■領域【⼠業・法律】

登録条件 提出資格・免許

弁護⼠ 弁護士登録をしている者であり、過去3年以内に弁護士事務所での業務もし
くは裁判や法律に関する業務に2年以上従事し、実績がある。

弁護士

司法書⼠ 司法書士資格保持者であり、過去3年以内に司法書士に関する業務に2年以上
従事し、実績がある。

司法書士

⾏政書⼠ ⾏政書士資格保持者であり、過去3年以内に⾏政書士に関する業務に2年以上
従事し、実績がある。

⾏政書士

不動産鑑定⼠ 不動産鑑定士資格保持者であり、過去3年以内に不動産の鑑定評価に関する
業務に2年以上従事し、実績がある。

不動産鑑定士

土地家屋調査⼠ ⼟地家屋調査士資格保持者であり、過去3年以内に⼟地家屋調査に関する業
務に2年以上従事し、実績がある。

⼟地家屋調査士

弁理⼠ 弁理士資格保持者であり、過去3年以内に特許申請に関する業務に2年以上従
事し、実績がある。

弁理士

社会保険労務⼠ 社会保険労務士資格保持者であり、過去3年以内に関連する業務に2年以上従
事し、実績がある。

社会保険労務士

公認会計⼠ 公認会計士資格保持者であり、過去3年以内に会計に関する業務に2年以上従
事し、実績がある。

公認会計士

税理⼠ 税理士資格保持者であり、過去3年以内に税務に関する業務に2年以上従事
し、実績がある。

税理士

■領域【ビジネス】

登録条件 提出資格・免許

経営コンサルタント 過去3年以内に経営・会社運営とその実務に関わるコンサルティング業務に2
年以上従事し、実績がある。

職種名

職種名
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登録条件 提出資格・免許職種名

ブランドコンサルタント ブランド戦略に関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2年以上従事
し実績がある。

M&Aコンサルタント M&Aに関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2年以上従事し実績
がある。

企業再⽣コンサルタント 企業再建・事業再⽣に関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2年以
上従事し実績がある。

広報コンサルタント 広報・PR活動に関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2年以上従
事し実績がある。

起業コンサルタント 起業・会社設⽴に関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2年以上従
事し実績がある。

ISOコンサルタント ISO・各種規格に関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2年以上従
事し実績がある。

財務コンサルタント 財務活動に関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2年以上従事し実
績がある。

会計コンサルタント 経理・会計に関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2年以上従事し
実績がある。

資⾦調達コンサルタント 融資取り付け・資⾦調達に関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2
年以上従事し実績がある。

⼈事労務コンサルタント ⼈事労務に関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2年以上従事し実
績がある。

組織コンサルタント 組織開発に関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2年以上従事し実
績がある。

採用コンサルタント 採⽤活動に関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2年以上従事し実
績がある。

メンタルヘルスコンサルタント
メンタルヘルスに関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2年以上従
事し実績がある。

研修講師 企業・団体向けの研修業務に、講師として過去3年以内に2年以上従事し実績
がある。

法務コンサルタント 法務に関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2年以上従事し実績が
ある。

営業コンサルタント 営業・販売活動に関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2年以上従
事し実績がある。

マーケティングプランナー
マーケティングに関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2年以上従
事し実績がある。

販促プランナー 販売促進に関するプランニング業務に、過去3年以内2年以上従事し実績があ
る。

イベントプランナー イベント開催に関するコンサルティング業務に、過去3年以内2年以上従事し
実績がある。
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登録条件 提出資格・免許職種名

イベントディレクター 各種のイベントまたは興業における制作業務、または開催時の運営及び進⾏
管理を⾏う業務に従事し、過去3年以内に2年以上の実績がある。

マーチャンダイザー 商品化・販売計画に関する業務に、過去3年以内に2年以上従事し実績があ
る。

リサーチャー 市場調査業務に、リサーチャーとして過去3年以内に2年以上従事し実績があ
る。

広告プランナー 広告全般に関するプランニング・企画業務に、過去3年以内2年以上従事し実
績がある。

クリエイティブディレクター
過去3年以内に、広告・販促等に関するクリエイティブディレクションの業
務に2年以上従事し、実績がある。

アートディレクター 過去3年以内に、広告・販促等に関するアートディレクションの業務に2年以
上従事し、実績がある。

ITコンサルタント 過去3年以内にＩＴコンサルタントの業務に2年以上従事し、実績がある。

システムエンジニア 過去3年以内にシステムエンジニアの業務に2年以上従事し、実績がある。

飲食店コンサルタント 飲⾷店の経営・運営全般に関するコンサルティング業務に、過去3年以内に2
年以上従事し実績がある。

医療経営コンサルタント 病院や医院など医療業界の経営・運営全般に関するコンサルティング業務
に、過去3年以内に2年以上従事し実績がある。
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