
認定事業主等の名称 認定社内検定の名称
認定

年月日
認定社内検定の対象職種 認定事業主等の所在地

電装品組付(点火系)

電装品組付(充電始動)

機能製品組付

メーター組付

冷暖房器組付

プラグ組付

ラジエーター組付

フィルター組付

ポンプ組付

電子製品組付

試験・実験

部品管理

製品管理

部品検査

製品検査

アスモ社内技能検定 昭61. 3.18 小型モータ組付

セキスイハウス基礎施工

セキスイハウス外装施工

セキスイハウス内装施工

平15. 2.18 鮮魚販売加工

惣菜販売加工

寿司販売加工

園芸品販売加工

生花販売加工

農産物販売加工

キャタピラージャパン合同
会社

キャタピラー社内技能検定 昭62. 2.23 建設機械溶接施工 神奈川県横浜市

ダイワハウス基礎施工

ダイワハウス外装施工

ダイワハウス内装施工

日産部品士検定 昭62. 2.26 日産部品管理

日産販売士検定 平 7.10.17 自動車販売

ユニキャリアフォークリフト整備士検定 平 9.12.25 ユニキャリアフォークリフト整
備

ニチユバッテリーフォークリフト整備士検
定

平11. 3.30 ニチユバッテリーフォークリフ
ト整備

兼房株式会社 兼房株式会社社内検定 昭62. 3.26 木工機械刃物加工 愛知県丹羽郡大口町

株式会社互省製作所 互省製作所社内技能検定 昭63. 3.10 六角穴付きねじ類成形加工機械
調整

神奈川県横浜市

振動・応力測定

ピストン加工

プロペラシャフト組立て

ＨＶＬＡ加工・組立て

ウォーターポンプ加工・組立て

ベーンポンプ加工

ベーンポンプ組立て

フロントカバー加工・組立て

オイルポンプ加工・組立て

平 4. 3.31 物流管理

平 4.11.20 パワーステアリングギアー組立
て

愛知県刈谷市株式会社デンソー

京都府長岡京市

　　　　　　　　　　　　　　　認定社内検定一覧                     　（認定日順）

（平成30年6月13日現在　48事業主等130職種）

デンソー社内技能検定 昭60. 3.30

昭61. 4.18

昭62. 3.26

セキスイハウス協力会 セキスイハウス主任技能者検定 昭60. 4.30 大阪府大阪市

イオン株式会社 イオン社内検定 千葉県千葉市

平16. 2.17

大和ハウス工業協力会連合
会

ダイワハウス施工主任技能者検定 昭62. 2.23 大阪府大阪市

日産自動車株式会社 神奈川県横浜市

日立オートモティブシステ
ムズ株式会社

日立オートモティブシステムズ社内技能検
定

昭63.12.19 東京都千代田区

平 2. 1.26

平 3. 3. 5

三菱ロジスネクスト株式会
社
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ダイハツ工業株式会社 ダイハツ部品士社内検定 平元. 3.22 ダイハツ部品管理 大阪府池田市

平 3. 3. 5 F.R.P.製品水研

S.M.C.製品成形

B.M.C.製品成形

F.R.P.製品接着

F.R.P.製品二次加工

F.R.P.製品塗装

F.R.P.製品塗装検査

F.R.P.製品修正

F.R.P.製品組付

三菱自動車工業株式会社 三菱自動車パーツスタッフ社内検定 平 3. 3. 5 三菱自動車部品管理 東京都港区

平 3. 4.12 農業機械販売・技術サービス 大阪府大阪市

大型農業機械販売

大型農業機械技術サービス

マツダ車軸組立

マツダ車体スポット溶接

マツダ完成車検査

マツダ車体ガスシールドアーク
溶接

マツダ車体溶接ロボットの調
整・操作

マツダ車部品検査

マツダ変速機組立

マツダ車ボディ外板部品外観品
質の判定・修復

マツダ車完成組立

平 7.10.17 マツダ用品アドバイザー

平 5. 2.25 自動車販売

平 6. 3.17 自動車リース

平 7. 3.15 トヨタ産業車両・機器販売

平11. 2. 1 自動車レンタル

トヨタ産業車両サービス技能検定 平 8. 2.20 トヨタ産業車両整備

東京ガス設備機器修理

東京ガス設備設計

東京ガス設備工事

東京ガス設備施工管理

東京ガス設備コンサルティング

小島プレス工業株式会社 小島プレス工業株式会社社内検定 平 6. 1. 6 ロボット塗装作業 愛知県豊田市

小松フォークリフト販売店
協会

小松リフト産業車両サービス技能検定 平 9. 3. 6 小松リフト産業車両整備 福岡県福岡市

全日本美容業生活衛生同業
組合連合会

全日本美容業生活衛生同業組合連合会社内
検定

平 9. 6.30 着付 東京都渋谷区

資生堂ジャパン株式会社 資生堂技能検定 平10. 2.10 ビューティーコンサルタント 東京都港区

いすゞ自動車株式会社 いすゞパーツマスター検定 平11. 2. 1 いすゞ部品業務 東京都品川区

株式会社ニコン ニコン社内技能検定 平11. 3.30 光学ガラス蒸着 東京都千代田区

日本きもの着付士協会 日本きもの着付士協会社内検定 平11. 9.22 着付指導 神奈川県横浜市

カネボウビューティカウン
セリング株式会社

カネボウ化粧品社内検定 平13.11.14 ビューティカウンセラー 東京都中央区

日野自動車株式会社 日野部品士社内検定 平13.11.14 日野自動車部品管理 東京都日野市

一般財団法人全日本和装コ
ンサルタント協会

一般財団法人全日本和装コンサルタント協
会社内検定

平13.11.14 着物着付指導 大阪府守口市

アメニティネットワーク技
能検定協会

アメニティネットワーク技能検定協会社内
検定

平15. 1. 9 トイレ診断 神奈川県横浜市

内浜化成株式会社 内浜化成株式会社社内技能検定 愛知県豊田市

平 5. 3.18

ヤンマーアグリ株式会社 ヤンマー株式会社農業機械社内技能検定

平19.10.24

マツダ株式会社 マツダ社内技能検定 平 4. 3.31 広島県安芸郡府中町

平 4.11.20

平 5. 3. 8

トヨタ自動車販売店協会 トヨタ営業スタッフ技能検定 東京都千代田区

東京ガスグループ認定訓練
共同運営組合

東京ガスグループ技能検定 平 5. 3.18 神奈川県横浜市
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社会福祉法人日本盲人社会
福祉施設協議会

日本盲人社会福祉施設協議会社内検定 平16. 9.14 点字資料製作 東京都新宿区

日本窯業外装材協会 日本窯業外装材協会社内検定 平16. 9.14 窯業系サイディング施工 東京都中央区

トリマー指導

ドッグトレーナー指導

日本ロックセキュリティ協
同組合

日本ロックセキュリティ協同組合社内技能
検定

平18. 3.17 錠施工 東京都千代田区

治具研削盤

数値制御倣い研削盤

エヴァーグ研削盤

ＩＳ‐２機切替

手曲げ加工

実体顕微鏡分解調整

腕時計生産技術

ＡＴ-３オペレート

三次元測定機

ＮＣ自動盤（腕時計部品加工）

時計用メッキレジスト形成

時計用車製作

腕時計信頼性試験

ＩＰ成膜

プラ部品検査

トランスミッション組立て

車両組立て

田島ルーフィング株式会社 田島ルーフィング社内検定 平20. 5.14 床診断 東京都千代田区

ソフィーナビューティカウ
ンセリング株式会社

花王化粧品検定 平22. 3.23 ビューティ・アドバイザー 東京都中央区

ビケ足場仮設事業協同組合 ビケ足場仮設事業協同組合社内検定 平23. 2. 4 ビケ足場施工 大阪府大阪市

平23.11. 4 タオル製造（製織）

平30. 3.15 タオル製造（整経）

株式会社小林豊子着物学院 株式会社小林豊子きもの学院社内検定 平24. 1.13 きもの手話着付け 愛知県名古屋市

ジヤトコ株式会社 ジヤトコ株式会社社内技能検定 平24. 3.19 自動変速機組立 静岡県富士市

スプレーウレタン・ウレア
工業会

ＳＵＫ超速硬化ウレタンスプレー施工社内
検定

平25.10.24 超速硬化ウレタンスプレー施工 東京都新宿区

株式会社コーセー コーセーメイクレッスン検定 平26.10. 1 美容スタッフ 東京都中央区

フィッティングアドバイザー（レディス） 販売職(婦人衣料雑貨)

フィッティングアドバイザー（メンズ） 販売職(紳士衣料雑貨)

ギフトアドバイザー 販売職(進物)

管清工業株式会社 排水管理総合技術者検定 平27. 2.23 排水管の清掃及び調査 東京都世田谷区

公益社団法人日本看護家政
紹介事業協会

公益社団法人日本看護家政紹介事業協会家
政士社内検定

平28. 3.24
家政サービス

東京都新宿区

株式会社伊藤園 伊藤園ティーテイスター社内検定 平29. 3.24 ティーテイスター 東京都渋谷区

デンソートリム株式会社 デンソートリム社内検定 平29. 6. 9 トリム製品製造装置オペレータ 三重県三重郡菰野町

磨き屋シンジケート 磨き屋シンジケート金属バフ研磨社内検定 平30. 3. 5 金属バフ研磨 新潟県燕市

株式会社そごう・西武

平27. 2. 2 東京都千代田区

日本愛玩動物技能協会 日本愛玩動物技能協会社内検定 平16.12.16 東京都世田谷区

シチズン時計マニュファク
チャリング株式会社

シチズン社内検定 平18. 5.10

今治タオル工業組合 今治タオル工業組合社内検定 愛媛県今治市

ＵＤトラックス株式会社 ＵＤトラックス社内技能検定 平19.10.23 埼玉県上尾市

埼玉県所沢市

平19. 4.10


