
初任者研修課程（124か所）

通学 通信

1 ○ 株式会社ＥＥ２１ 453-0015
名古屋市中村区椿町21-2
第2太閤ビル9Ｆ http://www.miraicare.jp/

052-454-3222

2 ○
株式会社
グローリアツゥェンティーワン

454-0927
名古屋市中川区打中2-105
浅井クリニックビル2階 http://gloria21.bz/

052-354-6211

3 ○ 株式会社ヘルパースクール・カイ 460-0003
名古屋市中区錦二丁目19番1号
名古屋鴻池ビル10階 http://www.h-s-kai.com/

052-228-6622

4 ○ ○ 株式会社日本教育クリエイト 450-0002
名古屋市中村区名駅3-13-24
第一はせ川ビル4階 http://www.sanko-fukushi.com/

052-589-9321

5 ○ ○ 特定非営利活動法人かくれんぼ 450-0003
名古屋市中村区名駅南1-23-17
笹島ビル7階 https://kakurenbo.or.jp

052-414-4675

6 ○ ヒューマンアカデミー株式会社 450-0002
名古屋市中村区名駅3-26-8
名古屋駅前桜通ビル10階 http://haa.athuman.com/

052-561-2372

7 ○ 社会福祉法人愛生福祉会 462-0025 名古屋市北区鳩岡町1丁目7番地20
https://www.aiseifukusikai.jp

052-916-3759

8 ○ ○ 株式会社ニチイ学館 450-0002
名古屋市中村区名駅4丁目5番28号
近鉄新名古屋ビル8階 http://www.e-nichii.net/index.html

052-581-1411

9 ○
特定非営利活動法人
ＮＰＯ学園福祉会

462-0044 名古屋市北区元志賀町2丁目86番地
http://www.npogakuen.com

052-911-1291

10 ○ 株式会社セラム 462-0825
名古屋市北区大曽根1丁目26番23号
三栄ビル2階 https://www.seramu.com

052-910-3533

11 ○ 名古屋市立西陵高等学校 451-0066 名古屋市西区児玉二丁目20番65号
http://www.seiryo.ed.jp/k/

052-521-5551

12 ○ 社会福祉法人大幸福祉会 455-0864 名古屋市港区小川1丁目17番地
https://www.daikoufukushikai.jp 

052-301-1001

13 ○ ○ 株式会社ユノモ 450-0002 名古屋市中村区名駅3-9-13MKビル7階
http://school.yunomo.com

052-533-0778

14 ○ ○ 株式会社虹色 460-0003
名古屋市中区錦三丁目15番15号
CTV錦ビル3階 http://japan.hn-hd.com

052-746-9971

15 ○ ○ 学校法人丸の内学園 460-0002 名古屋市中区丸の内一丁目3番25号
https://marunouchi-gakuen.ac.jp

052-211-2231

16 ○
学校法人尾張学園
名古屋大谷高等学校

467-8511 名古屋市瑞穂区高田町4-19
http://nagoyaotani.owari.ac.jp/

052-852-1121

17 ○ ○ 株式会社イノベル 465-0093
名古屋市名東区一社一丁目79番
第六名昭ビル3階 http://www.ca-up.net/

052-938-8011

電 話 番 号ホームページアドレス

(12)　介護員(ホームヘルパー)養成研修事業者

講義形式
事　　業　　者　　名 郵便番号 所　　　在　　　地

○高齢者、障害者などの身体介護、家事援助等を行う介護員(ホームヘルパー)の養成研修を行っている事業所です。
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18 ○ 株式会社フロンティア 461-0001
名古屋市東区泉1丁目19番8号
フロンティアビル http://www.frontier-kaigo-school.jp/

052-961-9955

19 ○ 社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 466-0027 名古屋市昭和区阿由知通3丁目19番地
http://care-net.biz/23/zaitakunet/

052-745-6660

20 ○
公益社団法人
名古屋市シルバー人材センター

466-0015 名古屋市昭和区御器所通3丁目12番地の1
https://www.bes-c.com/

052-842-4691

21 ○ ○ 株式会社5Doors’ 464-0850
名古屋市千種区今池3-12-20　KAビル6
階 http://www.5doors.jp/

052-734-7110

22 ○ 株式会社ソラスト 450-0003
名古屋市中村区名駅南1丁目12番地9
グランスクエア4階 http://www.solasto.co.jp/

052-581-4573

23 ○ 特定非営利活動法人1980 463-0006 名古屋市守山区城土町231
https://npo1980.wixsite.com/1980

080-3687-4490
090-9129-6474

24 ○ ○ 一般社団法人ライフスキルサポート協会460-0022
名古屋市中区金山1-7-10
金山名藤ビル7階 http://www.sfn-academy.net/school/

052-265-7830

25 ○ ○ 株式会社やさしい手 153-0044
東京都目黒区大橋2-24-3
中村ビル4階 http://www.yasashiite.com/

03-5433-5532

26 ○ ○ 愛知県高齢者生活協同組合 460-0021 名古屋市中区平和2-2-3
http://aichikoreikyo.web.fc2.com./

052-331-4853

27 ○ 社会福祉法人紫水会 454-0964 名古屋市中川区富永四丁目266番地
http://www.shisuikai.or.jp

052-309-3339

28 ○ 社会福祉法人エゼル福祉会 452-0822 名古屋市西区中小田井2-432
https://ezeru.sakura.ne.jp

052-502-7731

29 ○ 株式会社さわやからいふ 454-0024 名古屋市中川区柳島町4丁目16番地
http://www.kip.ne.jp/lifemate/

052-364-6001

30 ○ 社会福祉法人ゆたか福祉会 457-0852
名古屋市南区泉楽通四丁目5番地3
社会福祉法人ゆたか福祉会法人本部 http://www.yutakahonbu.com/

052-698-7356

31 ○ 株式会社アンジュ 465-0053 名古屋市名東区極楽4-1301-1
http://ange2000.com/

052-709-3800

32 ○ 福祉総合研究所株式会社 461-0037
名古屋市東区百人町26番地
スクエア百人町1階 http://care-net.biz/23/fukushisouken/index.php

052-936-3337

33 ○ ○ パーソナルケアサポート株式会社 461-0005
名古屋市東区東桜一丁目10番9号
栄プラザビル7階 http://www.personal-cc.jp/

052-228-6521

34 ○ 学校法人日本福祉大学 460-0012
名古屋市中区千代田5-22-35
日本福祉大学社会福祉総合研修センター

http://www.n-fukushi.ac.jp/
http://www.netnfu.ne..jp/kensyu/

052-242-3069
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35 ○
特定非営利活動法人
介護サービスさくら

461-0045
名古屋市東区砂田橋1-1
サンコート砂田橋 http://www.kaigo-sakura.com

052-725-3105

36 ○ 有限会社ビーネット 468-0051
名古屋市天白区植田3-1603
名鉄交通植田ビル3階 https://sites.google.com/site/jobcollegeuedaschool/

052-847-2051

37 ○
学校法人東洋学園
専修学校さつき調理・福祉学院

451-0045 名古屋市西区名駅2丁目16番1号
http://www.satsuki-cw.jp/

052-588-3111

38 ○ 一般財団法人日本国際協力センター 460-0011
名古屋市中区大須1－7－2　加賀ビル4
階 http://sv2.jice.org/

052-201-0881

39 ○ 株式会社トラストグロース 460-0002
名古屋市中区丸の内3－21－23
夢現丸の内ビル6階 https://www.trust-growth.co.jp

052-955-8475

40 ○ ○ 株式会社寿々 453-0863 名古屋市中村区八社1丁目97
https://www.jujugroup.co.jp/carecollege

052-414-7505

41 ○
学校法人大橋学園
名古屋ユマニテク調理製菓専門学校

453-0013 名古屋市中村区亀島二丁目6－10
https://nagoya.huma-hic.jp

052-459-5670

42 ○ ○ 社会福祉法人高坂福祉会 468-0015
名古屋市天白区原一丁目301番
原ターミナルビル309号室 http://www.kaigo-shikaku-tuushin.com/

052-875-3612

43 ○ 株式会社中部建築資料研究社 450-0002 名古屋市中村区名駅2-45-19　桑山ビル6階
https://www.ksknet.co.jp/

052-541-5001

44 ○ 名古屋福祉協同組合 462-0844 名古屋市北区清水五丁目8番10号
今後、作成予定

052-982-0300

45 ○ 有限会社アップワード 457-0025
名古屋市南区白雲町158番地
三泰ビル2階 http://upward-co.jp/

052-819-6337

46 ○ 医療法人フジタ 458-0821 名古屋市緑区鳴海町字尾崎山43番地640
http://care-net.biz/23/me-co-fujita/

052-623-4005

47 ○ 北医療生活協同組合 462-0831 名古屋市北区城東町5－114
http://www.kita.coop/

052-914-4121

48 ○ 有限会社のぞみ 453-0842 名古屋市中村区剣町148番地
http://nozomi-group.co.jp.

052-419-5662

49 ○ 一般財団法人Ｈ＆Ａ 460-0026 名古屋市中区伊勢山二丁目7-23
http://www.h-a.or.jp/

052-332-3552

50 ○ 株式会社エーアールオー 460-0002 名古屋市中区丸の内3-20-2 第17KTビル6F
http://www.aro-co.jp/

052-951-2255

51 ○ 一般社団法人ケアラボ 490-1101 あま市西今宿梶村一48番地
https://www.carelabo.or.jp/

052-444-0071

52 ○ ○ 株式会社パンピック 465-0025 名古屋市名東区上社2-218 森本ビル2F
http://www.panpic.jp

052-769-4165

53 ○ 社会福祉法人名北福祉会 462-0865
名古屋市北区下飯田町2丁目14番地3
第6諏訪マンション1F http://www.meihoku.org/

052-910-0712

54 ○ ○ 学校法人大橋学園 453-0013 名古屋市中村区亀島二丁目6－10
http://humanitec-ka.jp/

052-452-6370
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55 ○ 株式会社ガネット 450-0003
名古屋市中村区名駅南1丁目17-29
広小路ESビル1階 http://gannet.co.jp

052-446-7703

56 ○ ○ 有限会社アット 452-0812 名古屋市西区玉池町212番地
http://www.at-inc.co.jp

052-509-5135

57 ○ 株式会社ＯＮＥ 453-0013 名古屋市中村区亀島2-6-10
http://one-grp.main.jp

0120-931-097

58 ○ 株式会社スタッフ東海 460-0008
名古屋市中区栄3丁目32-20
朝日生命矢場町ビル8F http://www.staff-tokai.com

052-251-2811

59 ○ 琴葉株式会社 456-0053 名古屋市熱田区一番一丁目17-30
http://www.kotoha2007.co.jp/

052-671-3052

60 ○ 一般社団法人日本ﾋｭｰﾏﾝｹｱｻｰﾋﾞｽ協会 460-0002
名古屋市中区丸の内2丁目7番24号　KS
名古屋ビル701 http://j-hcs.or.jp

052-231-1885

61 ○ 株式会社ベアハグインターナショナル 460-0003
名古屋市中区錦三丁目5番14号
パークウエストビル5階 今後、作成予定

052-269-3731

62 ○ もりやまＲＣＣ協同組合 463-0062
名古屋市守山区長栄13番19号
第19オーシャンビル3階 https://rcccooperative.jimdo.com

052-768-7715

63 ○ 株式会社ＨＫＲ 454-0042 名古屋市中川区応仁町2丁目47-1
http://hkr-world.com/company/

052-655-5708

64 ○ 社会福祉法人長寿会 467-0852 名古屋市瑞穂区明前町15番17号
http://www.choujyukai.or.jp/corporation/

052-811-5666

65 ○ ○ 生活協同組合コープあいち 464-0824
名古屋市千種区稲舟通1-39
コープあいち生協生活文化会館 http://coopaichi.tcoop.or.jp/

052-781-6236

66 ○ 社会福祉法人サン・ビジョン 460-0007 名古屋市中区新栄2-4-3
https://sun-vision.or.jp/

052-238-4611

67 ○ 株式会社中日NEXT 460-0001
名古屋市中区三の丸1-5-2
中日新聞社北館2階 http://www.chunichi-next.com

052-212-7223

68 ○ 株式会社エス・エム・エス 450-0003
名古屋市中村区名駅南1-23-17
笹島ビル4階東 https://kaigojob-academy.com

052-533-5659

69 ○ 西三理容美容協同組合 460-0007
名古屋市中区新栄2-17-2
アクア理美容学校 http://www.aqua-ribi.info

052-263-3135

70 ○ 株式会社キャリーアップ・ゼロ 460-0008
名古屋市中区栄5丁目26-39
GS栄ビル802号室 http//www.carry-up.jp

052-684-7766

71 ○ 株式会社ベネッセスタイルケア 460-0008
名古屋市中区栄3-13-20
栄センタービル5階 https://shikaku.benesse-style-care.co.jp

052-253-9670

72 ○ 社会福祉法人杏園福祉会 456-0074 名古屋市熱田区比々野町27番地
https://www.kyoenfukushi.or.jp

052－681－0311

73 ○ ○ 株式会社トライエンス 452-0962 清須市春日焼田102番地
http://www.tryance.jp/

052-409-7685

74 ○ ○ 株式会社アバンセライフサポート 491-0912 一宮市新生三丁目9番1号
http://www.a-lifesupport.co.jp

0586-52-5700
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75 ○ ○
特定非営利活動法人
福祉サポートセンターさわやか愛知

474-0074 大府市共栄町二丁目420-1
http://www.sawayaka-aichi.com

0562-47-2893

76 ○ ○
特定非営利活動法人
ネットワーク大府

474-0038 大府市森岡町一丁目30番地
http://www.horae.dtｉ.ne.jp/~npo

0562-44-3735

77 ○ 株式会社研ライフケア 491-0861 一宮市泉二丁目1番1号
https://www.kl-care.co.jp

0586-64-9868

78 ○
特定非営利活動法人
ベタニアホーム

475-0928 半田市桐ヶ丘四丁目208番地の14
http://www.cac-net.ne.jp/~betania

0569-84-2220

79 ○
学校法人
修文学院修文大学短期大学部

491-0938 一宮市日光町6
http://www.shubun.ac.jp

0586-45-2101

80 ○ 社会福祉法人愛知慈恵会 491-0363
一宮市萩原町東宮重字蓮原36-1
一宮市萩の里特別養護老人ﾎｰﾑ http://iful-jikeikai.com

0586-68-7311

81 ○ ○
特定非営利活動法人
地域福祉サポートちた

478-0047
知多市緑町12-1
知多市市民活動ｾﾝﾀｰ1階 http://cfsc.sunnyday.jp 

0562-33-1631

82 ○ ○ 株式会社福祉の里 481-0033
北名古屋市西之保宮前5番地
ｺｰﾎﾟﾗｽ宮前102号室 http://fukushinosato.kaigoschool.com

0568-26-7400

83 ○ ○ 特定非営利活動法人介護研究会笑 497-0030 海部郡蟹江町宝三丁目359
http://blog.livedoor.jp/kaigosyou

0567-97-3581

84 ○ 株式会社コスモス 489-0809
瀬戸市共栄通一丁目6番地
ﾂｶﾓﾄﾋﾞﾙ405号 http://www.cosmos-seto.com

0561-82-2125

85 ○ 株式会社RandTカンパニー 477-0031 東海市大田町天尾崎20-1
http://www.bettysannoie.co.jp

0562-36-0028

86 ○ 医療法人共和会 474-0071 大府市梶田町二丁目123番地
http://www.kyowa.or.jp

0562-46-2222

87 ○
特定非営利活動法人
ふれあいサロンさん・さんガーデン

493-8002 一宮市北方町北方字内沼257-1
http://blog.goo.ne.jp/33helper

0586-84-3305

88 ○ ○ 社会福祉法人ともいき福祉会 464-0061 犬山市大字前原字橋爪山15-121
http://www.tomoiki.or.jp

0568-65-1888

89 ○ 医療法人静心会 470-1168 豊明市栄町南舘3-879
http://www.seishinkai-kokoro.jp

0562-97-1361

90 ○ ○ 特定非営利活動法人和来 491-0057
一宮市今伊勢町宮後字壱丁野40-7
今伊勢ﾋﾞﾙ301号 http://www.warai-ifs.com

0586-52-2324

91 ○ 医療法人医仁会 480-0127 丹羽郡大口町新宮一丁目129番地
http://ijinkai.or.jp

0587-95-6711

92 ○ 学校法人菊武学園名古屋経営短期大学 488-8711 尾張旭市新居町山の田3255-5
http://www.jc.nagoya-su.ac.jp

0561-55-3076

93 ○ 株式会社サンケア 490-1314
稲沢市平和町西光坊新町73番地
株式会社ｻﾝｹｱ事務局 http://www.suncare-japan.co.jp

0567-46-5255

94 ○ 特定非営利活動法人ネットワーク大府 474-0038 大府市森岡町一丁目30番地
http://www.horae.dtｉ.ne.jp/~npo

0562-44-3735
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95 ○ ○ 株式会社介護センターはなたば 485-0029
小牧市中央六丁目284番地 ﾍﾞﾗﾐｻｲﾄ287-
1B http://hanatabakaigo.ne.jp

0568-86-3717

96 ○ ○ 有限会社介護ライフサポート 496-0008 津島市宇治町小切95 0567-23-7233

97 ○ 医療法人親理会 475-0842 半田市郷中町二丁目7番地 0569-26-4165

98 ○ 有限会社ナーシングホーム 492-8144 稲沢市小池町二丁目12番8号
http://www.canaan-n.co.jp/ 

0587-32-9292

99 ○ 一般社団法人黒衣 485-0812
小牧市城山三丁目3番地
サンコート桃花台A-1-４ https://e-kuroko.com

0568-65-6789

100 ○ 株式会社マゼンダ 460-1148 長久手市根嶽103番地
http://www.mazenda.jp/

0561-42-7850

101 ○ 株式会社Usec 497-0048
蟹江町舟入二丁目191番地
Usec本社3F https://usec.jp 

0567-95-0944

102 ○ 有限会社さくらハーティーケア 491-0871 一宮市浅野字居森野84番地
https://www.aireikai.jp

0586-81-8001

103 ○ 有限会社　サーブ介護センター 494-0001 一宮市開明字流４１番地１
https://www.serve-care.com/

0586-47-3932

104 ○ 有限会社ハートフルハウス 480-1172 長久手市宮脇９１１番地
http://heartful-house.com

0561-63-6433

105 ○ 高木企画合同会社 487-0013
春日井市高蔵寺町8-1926-147
鹿乗グリーンハイツ702 http://www.star-circle.net /

0568-51-0598

106 ○ 株式会社あんしん 447-0061 碧南市三度山町三丁目 80番地
http://www.ansin-helper.com/

090-8545-5666

107 ○ 学校法人愛知学泉短期大学 444-8520 岡崎市舳越町上川成28
http://www.gakusen.ac.jp/t/

0564-34-1213

108 ○ ○ 医療法人寿光会 470-0224 みよし市三好町石畑5番
http://www.jkknet.or.jp/chuo

0561-32-1935

109 ○ 社会福祉法人おかざき福祉会 444-3343 岡崎市秦梨町字平畑 16番地 1
http://www.okafuku.com/

0564-47-3335

110 ○ 社会福祉法人高浜市社会福祉協議会 444-1334 高浜市春日町五丁目 165番地
http://www.takahama-shakyo.or.jp/

0566-52-2002

111 ○ スーリヤ株式会社 471-0013 豊田市高上１丁目 16-4
http://suryah.webcrow.jp/

0565-80-7716

112 ○ ＡＲＭＳ株式会社 472-0023 知立市西町亀池 41番地
http://www.arms.co.jp/

0566-81-7477

113 ○ 社会福祉法人福寿園 473-0911 豊田市本町本竜 48
http://www.fukujuen.or.jp

0565-51-0880

114 ○
学校法人尾張学園
豊田大谷高等学校

470-0344 豊田市保見町南山 1
http://toyotaotani.owari.ac.jp/

0565-48-3511
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115 ○ 社会福祉法人愛生館 447-0802 碧南市鷲林町４丁目１０９番地１
http://www.aiseikan-h.or.jp

0566-41-0865

116 ○ 学校法人さくら学園 446-0037 安城市相生町５番９号
http://www.sakuragakuen.sc.jp/

0566-76-4118

117 ○ 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 444-0802 岡崎市美合町字下長根2-1
http://www.fukushijigyodan-okazaki.or.jp/

0564-55-0182

118 ○ 株式会社Ｍ.Ｙ. 445-0877 西尾市山下町泡原42-1
http://www.my-welfare-fukushi.co.jp

0563-65-3217

119 ○ 一般社団法人カレゴ 448-0802 刈谷市末広町1丁目12-11　請村店舗2号室
http://caregoinfo.wix.com/

0566-25-1277

120 ○ 株式会社メックキャッツ 440-0823 豊橋市南瓦町14番地の1
http://www.ks-school.com

0532-56-0700

121 ○ 田原市立田原福祉専門学校 441-3421 田原市田原町中小路11番地1
http://www.tchs.ac.jp

0531-22-3939

122 ○ 学校法人さわらび学園 442-0811 豊川市馬場町上石畑61番地
http://www.hkg-chufuku.jp/

0533-83-4000

123 ○ ○ 朝日グリーンサービス株式会社 440-0083 豊橋市下地町字操穴１９番地
http://www.jcct.biz

0532-53-4222

124 ○ ○ 株式会社シルバスクール 441-8011
豊橋市菰口町二丁目58番地2
鈴一ビル2Ａ号室 http://silvaschool.com/

080-3665-0188

※令和2年1月25日現在


