
一般向け養成講座

講座形式 認／座 受／資 〒 住所 部署名 担当 電話番号 FAX HPアドレス Mail

1 学際企画（株） 通信教育 ○ ○ 171-0031 東京都豊島区目白2-5-24　第２平ビル 企画室 大塚　忠義 03-3981-7281 03-3981-7284 http://www.gakusai.co.jp

2 （株）朝日エル 通信教育 ○ 104-0045 東京都中央区築地1-9-4 廣瀬　瑞穂 03-5565-4911 03-5565-4914

3 （株）ＦＩＮＥＳＩＳ 通信教育 ○ ○ 165-0035 東京都新宿区新宿6-29-20 MATSUDAビル５Ｆ ＮＲ担当取締役副社長 渡邊　美濃里 03-6826-1515 03-4477-4453 http://finesis.net

4 イ-ビーエス（株） 通信教育 ○ ○ 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園3-26-3 ＮＲ事業部 宮川　正巳 082-832-5570 082-832-5573 http://www.e-b-s.co.jp

5
【平成１８年度　開講せず】
（株）ファーマネットワーク

通信教育 ○ ○ 103-0007
東京都中央区日本橋浜町3-15-1
　　　日本橋安田スカイゲート5階

衣川　朋義 03-5614-4880 03-5614-4881 http://www.pharma-network.com  

6 （株）アールアンドディーサポート
通信教育
通学教育

○ ○ 113-0033 東京都文京区本郷4-1-4 コスモス本郷ビル2Ｆ 食品・バイオ教育企画グループ 黒地　理奈 0120-1069-24 03-5689-5464 http://www.kenkyu-kyoiku.jp nr-info@kenkyu-kyoiku.jp

7 （株）サプリメント・インフォメーション・サービス 通信教育 ○ ○ 116-0001 東京都荒川区町屋3-2-1 ライオンズプラザ町屋115号 専務取締役 安田　成行 03-5855-0250 03-5855-0251 http://www.sis-web.co.jp

8
【平成１８年度　開講せず】
（学）医学アカデミー　薬学ゼミナール

通信教育
通学教育

○ ○ 350-1151 埼玉県川越市今福2746 03-5778-9281 03-5778-9282

9 （株）エコロジーヘルスラボ 通信教育 ○ ○ 176-0023 東京都練馬区中村北1-3-8 取締役　事業開発部門担当 島田　剛志 03-3825-9001 03-3825-9007 http://www.kenkoexpert.com

10 （株）日本健康アカデミー 通信教育 ○ ○ 102-0072 東京都千代田区飯田橋4-4-8 東京中央ビル3F 代表取締役社長 糸日谷　秀幸 03-6379-9782 03-6379-9783 http://www.jh-academy.co.jp

11 共立薬科大学 通学教育 ○ 　 105-8512 東京都港区芝公園1-5-30 生涯学習センター 藤本　和子 03-5400-2648 03-5400-2648  

12 （中）日本統合医療推進協会 通学教育 ○ ○ 102-0093 東京都千代田区平河町1-7-10  5F 事務局 菊地　憲章 03-3222-6601 03-3222-6602  

団体・組織の構成員向け養成講座

講座形式 認／座 受／資 〒 住所 部署名 担当 電話番号 FAX HPアドレス Mail

13 （社）日本栄養士会 通学教育が主 ○ 101-0051 東京都千代田区神田神保町1-39 事務局長 八鍬　志郎 03-3295-5151 03-3295-5165

講座形式 認／座 受／資 〒 住所 部署名 担当 電話番号 FAX HPアドレス Mail

14 大塚製薬（株） 通信教育 ○ ○ 101-0048 東京都千代田区神田司町2-2-12 4F（OAVEX事務局） OAVEX事務局 二羽　綾子 03-3526-5323 03-3297-8265 http://www.otsuka.co.jp/oavex

15 全薬工業（株） 通信教育 ○ ○ 112-8650 東京都文京区大塚5-6-15 全薬教育センター 須田　良和 03-3946-1124 03-3946-8381 http://www.zenyaku.co.jp

講座形式 認／座 受／資 〒 住所 部署名 担当 電話番号 FAX HPアドレス Mail

16 ロート製薬（株） 通信教育 ○ ○ 544-8666 大阪府大阪市生野区翼西1-8-1
製品情報部
学術情報グループ

力石　正子 06-6758-9803 06-6758-9820

一般向け養成講座

指定養成講座一覧

栄養士会会員向け

薬局・薬店で勤務する販売員向け

製造・販売業社員教育



在籍学生向け

講座形式 認／座 受／資 〒 住所 部署名 担当 電話番号 FAX HPアドレス Mail

17 （学）聖徳大学 通学教育 ○ 271-8555 千葉県松戸市岩瀬550番地 教務課 野口　裕紀 047-365-1111 047-363-1401

18 （学）大手前栄養学院専門学校 通学教育 ○ 540-0008 大阪府大阪市中央区大手前2-1-88 学務課長代理 小山　寿明 06-6941-7698 06-6946-9458 http://www.pro.otemae.ac.jp

19 （学）園田学園女子大学 通学教育 ○ 661-8520 兵庫県尼崎市南塚口町7-29-1 古谷　富士子 06-6429-9904 06-6426-2307 http://www.spmpda-u.ac.jp

20 華学園栄養専門学校 通学教育 ○ 110-8662 東京都台東区根岸1-1-12 学生部 佐野　由雄 03-3875-1111 03-3875-0022 http://www.hana.ac.jp

21 東京栄養食糧専門学校 通学教育 ○ 154-8544 東京都世田谷区池尻2-23-11 実験指導課 山辺　重雄 03-3424-9113 03-3424-9115 http://www.shokuryo.ac.jo

学校法人　行吉学園
神戸女子大学

通学教育 ○ 654-8585 兵庫県神戸市須磨区東須磨青山2-1 教授 藤井　昭子
078-731-4416(代)
078-737-1709(直)

078-732-5161 http://www.kobe-wu.ac.jp

学校法人　行吉学園
神戸女子短期大学

通学教育 ○ 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町4丁目7-2 食物栄養科学科長　教授 西川　貴子
078-303-4700(代)
078-303-4755(直)

078-303-4703 http://www.kobe-wu.ac.jp

23 滋賀県立大学 通学教育 ○ 522-8533 滋賀県彦根市八坂町2500 教務課長 鈴木　拓人 0749-28-8216 0749-28-8472 http://www.usp.ac.jp

24 九州女子大学 通学教育 ○ 807-8586 福岡県北九州市八幡西区自由ヶ丘1-1 助教授 米田　寿子 093-693-3129 093-693-3299

25 城西国際大学　薬学部 通学教育 ○ 283-8555 千葉県東金市求名1番地
薬学部医療薬学科
臨床栄養学部

太田　厚胤 0475-53-4565 0475-53-4565 http://www.jiu.ac.jp

26 相愛大学 通学教育 ○ 559-0033 大阪府大阪市住之江区南港中4-4-1 教務課 藤永　慎一 06-6612-5900 06-6612-2994 http://www.soai.ac.jp

27 兵庫大学 通学教育 ○ 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家2301 福学科長 矢埜　みどり 0794-27-5111 0794-27-5112 http://www.hyogp-dai.ac.jp

28 京都栄養医療専門学校 通学教育 ○ 616-8376 京都府京都市右京区嵯峨天竜寺瀬戸川町18 教務部部長 影山　弘典 075-872-8500 075-865-2875 http://www.taiwa.ac.jp/eiyou/index.cfm

29 広島工業大学 通学教育 ○ 731-5193 広島県広島市佐伯区三宅2-1-1 米澤　良治 082-921-4359 082-921-8972 http://www.it-hiroshima.ac.jp

30 会津大学短期大学部 通学教育 ○ 965-8570 福島県会津若松市一箕町大字八幡字門田1-1   0242-37-2300 0242-37-2412 http://www.jc.u-aizu.ac.jp

31 新潟薬科大学 通学教育 ○ 956-8603 新潟県新潟市東島265番地1  0250-25-5000 0250-25-5021 http://www.niigatayakudai.jp

在籍学生向け
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