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1
CMCAキャリアコンサルタント養
成講習

特定非営利活動法人日本キャ
リア・マネージメント・カウンセ
ラー協会

4月～9月、10月～3月
東京、札幌、函館、福岡、熊本
※各回ごとに異なる

通学104.5時間(14回）
通信35.5時間

345,600円
http://www.cmcaj

apan.net/

2
GCDFｰJapanキャリアカウンセ
ラｰトレーニングプログラム

特定非営利活動法人キャリア
カウンセリング協会

毎月開講予定
東京、大宮、横浜、名古屋、
大阪、福岡

通学96時間(12回）
通信49時間

378,000円
※受講料・テキスト代含む

https://www.caree

r-

npo.org/GCDF/ind

3
GCDF-Japanキャリアカウンセ
ラートレーニングプログラム

パーソルテンプスタッフ株式会
社

7月～9月 名古屋
通学96時間(12回）
通信49時間

378,000円
※受講料・テキスト代含む

https://www.temp

staff.co.jp/chubu/

seminar-

4
GCDFーJapanキャリアカウンセ
ラートレーニングプログラム

マンパワーグループ株式会社 10月～12月 東京（西神田）
通学96時間(12回）
通信49時間

378,000円
※受講料・テキスト代含む

http://mpg.rightma

nagement.jp/cc_tr

aining/

5
ICDSキャリアコンサルタント養成
講座

有限会社キャリアサポーター
7月～9月、8月～10月、
10月～12月、1月～3月

青森県弘前市、岩手県盛岡市、
愛知県名古屋市
※各回ごとに異なる

通学102時間
通信55.5時間

291,600円
http://career.icds.j

p/

6
一般社団法人日本産業カウンセ
ラー協会キャリアコンサルタント
養成講習

一般社団法人日本産業カウン
セラー協会

6月～9月、9月～12月、
12月～3月、3月～6月

北海道札幌市、宮城県仙台市、
岩手県盛岡市、新潟県新潟市、
群馬県高崎市、埼玉県さいたま
市、栃木県宇都宮市、千葉県
（柏市、市川市、千葉市）、
茨城県水戸市、東京都（港区、
渋谷区）、神奈川県横浜市、
愛知県名古屋市、石川県金沢
市、大阪府大阪市、広島県広島
市、岡山県、愛媛県松山市、
香川県高松市、福岡県福岡市、
熊本県熊本市、鹿児島県鹿児島
市、沖縄県浦添市

通学84時間
通信56時間

324,000円
http://www.jaico.c

c/

厚生労働大臣が認定する講習

　このページでは、キャリアコンサルタント試験の受験要件を満たす講習として厚生労働大臣が認定した講習について紹介しています。

　平成30年６月11日現在、次の19講習が認定されています。

　詳細は各講習実施機関のホームページをご覧ください。
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7 キャリアコンサルタント養成講座 株式会社テクノファ
4月～7月、7月～9月、
10月～12月、1月～3月

神奈川県
通学106時間
通信50時間

309,960円
http://www.tfcc.jp

/

8 キャリアコンサルタント養成講座 株式会社リカレント
1月～9月、6月～12月、
9月～3月、12月～3月

東京都（新宿区、中央区、
豊島区）、埼玉県さいたま市、
神奈川県横浜市、
愛知県名古屋市
※各回ごとに異なる

掲載準備中 掲載準備中
http://www.recurr

ent.co.jp/cc/

9
キャリアコンサルタント養成ライ
ブ通信講座

株式会社リカレント
1月～9月、6月～12月、
9月～3月、12月～3月

東京都（新宿区、中央区、
豊島区）、埼玉県さいたま市、
神奈川県横浜市、
愛知県名古屋市
※各回ごとに異なる

掲載準備中 掲載準備中
http://www.recurr

ent.co.jp/cc/

10
キャリアコンサルタント養成講座
（総合）

株式会社日本マンパワー
6月～8月、9月～11月、
11月～4月、3月～8月

北海道、岩手、宮城、秋田、
茨城、埼玉、東京、神奈川、
新潟、富山、石川、長野、静岡、
愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、
島根、広島、山口、香川、愛媛、
福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、
鹿児島、沖縄
※各回ごとに異なる

通学85時間
通信73時間

324000円

http://www.nippon

manpower.co.jp/cc

/

11 キャリアコンサルタント養成講習 学校法人大原学園 6月～9月、1月～5月 東京都千代田区 掲載準備中 掲載準備中

http://suido.o-

hara.sc/54/index.h

tml?qID=509&pg=

12
キャリアコンサルタント（通学・通
信）養成講習

学校法人大原学園 1月～5月 東京都千代田区 掲載準備中 掲載準備中 掲載準備中

13
公益財団法人関西カウンセリン
グセンターキャリアコンサルタン
ト養成講習

公益財団法人関西カウンセリ
ングセンター

4月～6月、7月～9月、
10月～12月、1月～3月

大阪（淀屋橋）
通学80時間
通信60時間

324,000円
※テキスト・資料代含む

http://web.kscc.or.

jp/

14
公益財団法人関西生産性本部
キャリアコンサルタント養成講座

公益財団法人関西生産性本部 9月～12月 大阪
通学84時間
通信72時間

324,000円
（※生産性本部賛助会員
27,0,000円）

http://www.kpcnet

.or.jp/seminar/?m

ode=show&seq=1
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15
公益財団法人日本生産性本部
キャリアコンサルタント養成講座

公益財団法人日本生産性本部
5月～7月、9月～11月、
10月～12月、11月～1月、
12月～2月、1月～3月

東京・渋谷、新潟・新潟、
石川・金沢、群馬・群馬、
福岡・福岡、沖縄・那覇
※各回ごとに異なる

通学80時間
通信76時間

367,200円
（※生産性本部賛助会員
307,800円）

http://www.js-

career.jp/

16
LEC東京リーガルマインドキャリ
アコンサルタント養成講座

株式会社東京リーガルマインド
4月～6月、7月～9月、
10月～12月、1月～3月

北海道札幌市、宮城県仙台市、
東京都（新宿区、豊島区、渋谷
区、千代田区、中野区、港区）、
神奈川県横浜市、静岡県静岡
市、愛知県名古屋市、京都府、
大阪府、岡山県岡山市、広島県
広島市、愛媛県松山市、福岡県
福岡市
※各回ごとに異なる

通学105時間
通信50時間

297,000円
※受講料・テキスト代含む
（各種割引制度あり）

http://www.lec-

jp.com/caricon/

17 キャリアコンサルタント養成講座 ヒューマンアカデミー株式会社
4月～6月、7月～9月、
10月～12月、1月～3月

北海道札幌市、宮城県仙台市、
東京都（新宿区、中央区）
神奈川県横浜市、愛知県名古屋
市、京都府京都市、大阪府大阪
市、兵庫県神戸市、福岡県福岡
市、沖縄県那覇市
※各回ごとに異なる

通学80時間
（10回・32回）
通信69.5時間

291,600円
※入学金・教材費は別途

http://haa.athuma

n.com/lpo/career/

18
100年キャリア講座キャリアコン
サルタント養成講習

株式会社パソナ
7月～9月、10月～12月、
1月～3月

東京都千代田区
通学71時間
通信69時間

320,000円
http://100-year-

career.net/

19 キャリアコンサルタント養成講習
一般社団法人地域連携プラッ
トホーム

6月～8月、9月～11月、12
月～2月、3月～5月

埼玉県志木市
通学80時間
通信64時間

270,000円
http://careerjp.wo

rk/cc1/

http://www.js-career.jp/
http://www.js-career.jp/
http://www.lec-jp.com/caricon/
http://www.lec-jp.com/caricon/
http://haa.athuman.com/lpo/career/
http://haa.athuman.com/lpo/career/
http://100-year-career.net/
http://100-year-career.net/
http://careerjp.work/cc1/
http://careerjp.work/cc1/

