大阪府知事指定 各養成研修事業者一覧

令和２年10月１日 現在
研修事業者の主たる事務所所在地

指定
番号

生活援助

1

株式会社ベストウェイ

株式会社ベストウェイ ベストウェイケアアカデミー生活援助従事者養成研修

561-0831 豊中市庄内東町１－７－１０ 庄内ドイビル

06-6335-3288

http://www.e-bestway.net

生活援助

152

株式会社アットホーム

株式会社アットホーム 生活援助従事者研修講座

563-0041 池田市満寿美町２番１２号

072-734-8740

http://www.athomeweb.net

初任者研修

1

株式会社ベストウェイ

株式会社ベストウェイ

561-0831 豊中市庄内東町１－７－１０ 庄内ドイビル

06-6335-3288

http://www.e-bestway.net

初任者研修

2

株式会社グリーンスタッフ

グリーンスタッフ初任者研修

541-0058 大阪市中央区南久宝寺町４丁目４－１３

06-4708-4170

http://www.greenstaff.jp/

初任者研修

3

学校法人瓶井学園

学校法人瓶井学園 介護職員初任者研修

533-0015 大阪市東淀川区大隅１－１－２５

06-6329-6553

http://www.nmf.ac.jp/

初任者研修

4

社会医療法人美杉会

美杉会介護職員初任者研修講座

573-1124 枚方市養父東町６５－１

072-864-1811

http://www.misugikai.jp

初任者研修

5

みとうメディカル株式会社

みとうメディカル株式会社 みとう介護職員初任者研修スクール

558-0002 大阪市住吉区長居西２－１１－１４

06-6607-0404

http://www.mitouph.com/publics/index/9
/

初任者研修

6

けいはん医療生活協同組合

けいはん医療生活協同組合初任者研修スクール

571-0061 門真市朝日町２０番１５号

072-884-2055

http://www.keihan-healthcoop.net/

初任者研修

7

株式会社キューオーエル

株式会社キューオーエルケアスクール

579-8026 東大阪市弥生町２－５３ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｰﾙ１０２号

072-981-7127

http://www.qol-school.com

初任者研修

11

株式会社ＥＥ２１

株式会社ＥＥ２１ 未来ケアカレッジ 介護職員初任者研修

530-0021

初任者研修

12

学校法人大原学園

学校法人大原学園 介護職員初任者研修

530-0051 大阪市北区太融寺町２－１４

06-6130-7430

http://www.ohara.ac.jp/best/shoninsha/kaiji_g.html

初任者研修

14

学校法人鴻池学院

鴻池生活科学専門学校 介護職員初任者養成研修科

578-0976 東大阪市西鴻池町1-5-4

06-6745-1353

https://konoikegakuin.ac.jp/senmon/

初任者研修

17

社会福祉法人キリスト教ミード社会舘

ミード介護職員初任者研修

532-0028 大阪市淀川区十三今里１－１－５２

06-6309-3232

http://www.mead-jp.com

初任者研修

18

特定非営利活動法人福祉活動と福祉教育の推進
ＮＰＯあすなろ ふくしの学校 初任者研修
協会あすなろ

553-0003

大阪市福島区福島５丁目１４番６号 福島阪神
06-6451-4400
クレセントビル３階

http://npo-asunaro.com/

初任者研修

19

株式会社ケア・ライフハーモニー堺

株式会社ケア・ライフハーモニー堺 介護スクール

591-8032 堺市北区百舌鳥梅町１丁４番地１２

072-268-5200

http://www.life-harmony.jp

初任者研修

20

株式会社ニッソーネット

株式会社ニッソーネット 福祉の教室ほっと倶楽部 介護職員初任者研修課程

530-0012 大阪市北区芝田1丁目4-14

06-6292-7854

http://hukushi-hotclub.jp/

初任者研修

21

社会福祉法人南海福祉事業会

南海福祉事業会 介護職員養成研修

592-0005 高石市千代田6-12-53

072-262-1094

http://www.nansen.ac.jp

初任者研修

22

株式会社ワークアンビシャス

株式会社ワークアンビシャス カイゴジョブアカデミー 介護職員初任者研修

530-0002 大阪市北区曽根崎新地二丁目1番23号

06-6455-1781

http://kaigojob-academy.com

初任者研修

23

特定非営利活動法人シーシータイミング

特定非営利活動法人シーシータイミング ジョブシティカレッジおもちゃ館（介護職
員初任者研修）

584-0082 富田林市向陽台二丁目１３番９号

072－365-6688

http://www.npocct-jcc.com

初任者研修

27

学校法人大屋学園

学校法人大屋学園

545-0037 大阪市阿倍野区帝塚山1-2-27

06-6624-2518

http://www.ooya.ac.jp/

初任者研修

29

株式会社プレースメント

株式会社プレースメント 介護職員初任者研修

530-0026

初任者研修

32

社会福祉法人浪速松楓会

浪速松楓会

544-0023 大阪市生野区林寺４－１３－１４

06-6714-2221

http://www.jukouen.com/carecollege.html

初任者研修

36

株式会社アイムス

株式会社アイムス ジョブシティカレッジ初任者研修課程

556-0011 大阪市浪速区難波中３丁目９番１号

06-6631-1117

http://www.aims-ltd.co.jp/

初任者研修

38

エルケア株式会社

エルケア株式会社 ロングライフ医療福祉専門学院 初任者研修課程

530-0015

初任者研修

39

ピースクルーズ株式会社

ピースクルーズ介護職員初任者養成研修事業

550-0005 大阪市西区西本町１－５－３ 扶桑ビル４Ｆ

06-6533-3965

http://ccacademy.jp

初任者研修

41

有限会社Ｎ＆Ｓエージェンシー

有限会社Ｎ＆Ｓエージェンシー スキルジャパン堺校 介護職員初任者研修講座

590-0026 堺市堺区向陵西町４－６－１２

072-220-2156

http://www.kaigo-sakai.com

初任者研修

42

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 ＯＳＪ 介護員養成スクール

562-0012 箕面市白島三丁目５番５０号

072-724-8167

http://www.osj.or.jp/index2.html

株式会社ニチイ学館 介護職員初任者研修（通信）

①06-6363-6435
大阪市北区角田町8－１ 梅田阪急ビルオフィ ②06-4801-8034
530-0017
http://www.e-nichii.net/index.html
スタワー35Ｆ
③072-631-2225
④072-225-1625

初任者研修

44

活動
状況

ホームページ

研修
課程

研修事業者名

株式会社ニチイ学館

研修事業名

郵便番号

介護職員初任者研修

介護職員初任者研修養成科

寿幸苑ケアカレッジ（初任者研修課程）

1 / 10 ページ

※研修実施場所と異なる場合がありますのでご注
意ください。

問い合せ先
※情報開示のないものはご注意ください

大阪市北区太融寺町５－１５梅田イーストビル
06-6363-2404
５階

大阪市北区野崎町９－１３ 梅田扇町通ビル７
06-6364-2215
階

大阪市北区中崎西２－４－１２ 梅田センター
06-6363-0771
ビル２５階

http://www.miraicare.jp/

http://www.place-ment.jp/

http://www.jlonglife.co.jp/longlife_welfare_education/in
dex.html

研修事業者の主たる事務所所在地
活動
状況

ホームページ

研修
課程

指定
番号

初任者研修

45

学校法人誠優学園

学校法人誠優学園 介護職員初任者研修科

597-0083 貝塚市海塚一丁目２０番５号

072-433-0415

http://www.oswc.ac.jp

初任者研修

46

社会福祉法人高槻ライフケア協会

高槻ライフケア協会 ケアワーカー養成研修（介護職員初任者研修）

569-0806 高槻市明田町５番７号

072-683-4945

http://tlca.info/

初任者研修

54

株式会社グローバルアシスト

株式会社グローバルアシスト 介護職員初任者研修講座

598-0055 泉佐野市若宮町７-１３

072-469-4510

http://www.globalassist.jp

初任者研修

55

社会福祉法人聖徳会

社会福祉法人聖徳会 介護職員初任者研修課程

580-0043 松原市阿保3-14-22

072-331-4164

http://www.shoutokukai.net

初任者研修

56

特定非営利活動法人れんげメディカルグループ

ＮＰＯ法人れんげメディカルグループ 「初任者研修課程」

550-0013 大阪市西区立売堀１－７－１８

06-4391-3711

http://renge.org/

初任者研修

61

社会福祉法人おおとり福祉会

おおとり福祉会ケアスクール 初任者研修

593-8325 堺市西区鳳東町６丁６５９番地１

072-275-1555

http://www.otorifukushikai.or.jp/

初任者研修

62

株式会社イメージ・ラボ

株式会社イメージ・ラボ 介護職員初任者研修

530-0027 大阪市北区堂山町１番５号

06-6311-3681

http://imagelab-kaigo.jp

初任者研修

64

株式会社エバカラー

株式会社エバカラー ウェル介護職員初任者研修講座

550-0024 大阪市西区境川一丁目１番１５号

0743-55-0025

http://www.npowell.jp/school/shoninsha_
osaka2.html

初任者研修

66

社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会

社会福祉法人 大阪市障害者福祉・スポーツ協会 介護職員初任者研修（知的障
大阪市天王寺区東高津12-10 大阪市社会福
543-0021
06-6685-9075
がい者対象）
祉センター2階

http://www.fukspo.org

初任者研修

68

社会医療法人慈薫会

社会医療法人慈薫会 河崎病院介護職員養成所

597-0104 貝塚市水間244

072-428-0781

http://www.jikunnkai.or.jp

初任者研修

71

学校法人大阪滋慶学園

学校法人 大阪滋慶学園 介護職員初任者研修講座

532-0003 大阪市淀川区宮原1-2-8

06-6391-8141

http://www.jrhm.jikei.com

初任者研修

73

株式会社小野教育総合研究所

株式会社 小野教育総合研究所 医進会 関西介護学院 （初任者研修）

543-0045 大阪市天王寺区寺田町１－７－１

06-6775-2700

http://www.ishinkai.net/kaigo/page06.ht
ml

初任者研修

74

学校法人東洋学園

学校法人 東洋学園 介護職員初任者研修

535-0013 大阪市旭区森小路２－８－２５

06-6954-9751

https://www.toyogakuen.ed.jp

初任者研修

83

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト 三幸福祉カレッジ 介護職員初任者研修

530-0001

初任者研修

85

社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会

社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会介護職員初任者研修

初任者研修

86

株式会社貴陽

株式会社貴陽 岡本介護センター介護職員初任者研修課程

596-0805 岸和田市田治米町415－9

072-443-6118

http://kaigocenter.life.coocan.jp/

初任者研修

88

特定非営利活動法人結いの会ともうず

特定非営利活動法人結いの会ともうず 介護職員初任者研修講座（通信）

590-0824 堺市堺区老松町３丁７３－２

072-280-5887

www.mimihara.or.jp/yuinokaitomouzu/

初任者研修

89

学校法人千代田学園

大阪千代田短期大学 介護職員初任者研修

586-8511 河内長野市小山田町1685番地

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.jp

初任者研修

95

株式会社キャリーアップ

546-0021 大阪市中央区南本町２丁目１番１号

06-6261-0120

http://www.carry-up.jp/oca

初任者研修

97

有限会社ヒューマンケアマネジメント

有限会社ヒューマンケアマネジメント 息吹ケアカレッジ初任者研修

572-0020 寝屋川市田井西町28番3号

072-829-5811

http://www.hcm-ibuki.jp

初任者研修

98

社会福祉法人慶徳会

社会福祉法人 慶徳会 介護職員養成講座

567-0035 茨木市見付山一丁目３番２９号

072-622-3208

http://www.keitokukai.or.jp

初任者研修

99

社会福祉法人波除福祉会

社会福祉法人波除福祉会 介護員養成研修講座

552-0001 大阪市港区波除５丁目４番７号

06-6585-3391

http://care-net.biz/27/namiyoke/

初任者研修

103

学校法人淀之水学院

学校法人淀之水学院 介護職員初任者研修

554-0011 大阪市此花区朝日１丁目１番９号

06-6461-0091

http://www.oskshoyo.ed.jp

初任者研修

105

株式会社カメリヤ・プランニング

株式会社カメリヤ・プランニング つばき介護学院 介護職員初任者研修

590-0406

初任者研修

109

株式会社Ｐａｒｆａｉｔ

株式会社 Ｐａｒｆａｉｔ ソインスクール 介護職員初任者研修

542-0062 大阪市中央区上本町西一丁目２番１４号

06-6764-0738

http://soin-school.com

初任者研修

111

日本エースサポート株式会社

日本エースサポート㈱ 介護職員初任者研修講座

569-1025 高槻市芝谷町６番３号

072-684-2217

http://japanacesupport.jimdo.com/

初任者研修

112

社会福祉法人ともしび福祉会

社会福祉法人 ともしび福祉会 高槻ともしび苑 初任者研修課程

569-1029 高槻市安岡寺町6-6-1

072-689-2772

http://www.tomoshibifukushikai.jp/

初任者研修

113

かんでんライフサポート株式会社

かんでんライフサポート

573-1121 枚方市樟葉花園町14番10号

072-868-0321

https://kanden-ls.co.jp/youseikoza/

初任者研修

114

学校法人西口学園

学校法人西口学園 英風女子高等専修学校 介護職員初任者

553-0006 大阪市福島区吉野4-13-4

06-6464-0668

http://www.eifu.ac.jp/

初任者研修

120

社会福祉法人大阪キリスト教女子青年福祉会

社会福祉法人 大阪キリスト教女子青年福祉会 大阪ＹＷＣＡシャロン千里 介護
職員初任者研修

565-0874 吹田市古江台３－９－３

06-6872-0505

http://www.ywcasharon.jp/

初任者研修

126

合同会社輝ホールディングス

輝ホールディングスかがやきヘルパースクール介護職員初任者研修科

564-0031 吹田市元町１１番３号

06-6318-1887

http://kagayaki-hd.com

研修事業者名

研修事業名

郵便番号

株式会社 キャリーアップ 大阪ケアギバーアカデミー 介護職員初任者研修講座

介護職員初任者研修講座

2 / 10 ページ

※研修実施場所と異なる場合がありますのでご注
意ください。

問い合せ先
※情報開示のないものはご注意ください

大阪市北区梅田１－２－２－１５００ 大阪駅前
06-6131-8062
第２ビル１５F
大阪市西成区出城1-6-14グランソシエ今宮２
557-0024
06-6636-9900
Ｆ

大阪府泉南郡熊取町大久保東一丁目５番１６
072-541-9791
号

http://www.nk-create.co.jp/
www.humannet.or.jp

http://t-gp.co.jp/index.html

研修事業者の主たる事務所所在地
活動
状況

ホームページ

研修
課程

指定
番号

初任者研修

130

社会医療法人医真会

社会医療法人医真会介護職員初任者研修

581-0036 八尾市沼1-41

072-948-3375

http://www.ishinkai.or.jp

初任者研修

133

社会福祉法人隆生福祉会

社会福祉法人 隆生福祉会 ゆめケアカレッジ 介護職員初任者研修講座

546-0013 大阪市東住吉区湯里1-3-22

06-6701-5820

http://www.smileyume.com/corprate/outline/

初任者研修

134

株式会社ラヴェリオリンクスタッフ

株式会社ラヴェリオリンクスタッフ

532-0011

06-6306-6162

http://www.kfgsc.jp

初任者研修

136

社会福祉法人友愛の里

社会福祉法人友愛の里 介護職員初任者研修講座

599-0232 阪南市箱作８０７－１

072-4７6-1108

www.yuuai-no-sato.com

初任者研修

141

株式会社増子建設

株式会社増子建設 思いやり医療福祉専門学院 介護職員初任者研修課程

581-0866 八尾市東山本新町6-2-19

072-990-6088

http://omoiyali.jp

初任者研修

142

株式会社ヒューマンイノベーション

592-0014 高石市綾園７－３－３５ 櫛谷ビル２０５号

072-264-4404

http://www.humaninnovation.co.jp/busine
ss/index02.html

初任者研修

143

社会福祉法人水平会

社会福祉法人水平会ホライズン介護職員初任者研修

598-0062 泉佐野市下瓦屋２２１-１

072-460-2020

http://www.horizon.or.jp/

初任者研修

144

医療法人清翠会

医療法人清翠会 まき介護職員初任研修講座

535-0021 大阪市旭区清水2丁目11番14号

06-6953－0190

http://www.maki-group.jp

初任者研修

145

有限会社輝ケアーセンター３９

有限会社輝ケアーセンター３９ 輝ケアーセンター３９ 介護職員初任者研修

590-0954 堺市中区深井中町１９６４番地５

072-281-6461

http://kagayaki39.org/

初任者研修

147

大阪綜合福祉株式会社

大阪綜合福祉株式会社ケアセンターＡＢＣ介護職員初任者研修講座

597-0093 岸和田市藤井町2-24-15

072-430-6607

www.care-abc.jp/index.html

初任者研修

149

大阪市立淀商業高等学校

大阪市立淀商業高等学校 介護職員初任者研修

555-0024 大阪市西淀川区野里3-3-15

06-6474-2221

http://swa.cityosaka.ed.jp/swas/index.php?id=h633515

初任者研修

152

株式会社アットホーム

563-0041 池田市満寿美町2番12号

072-734-8740

http://www.athomeweb.net

初任者研修

153

株式会社ＳＩＭ

株式会社ＳＩＭ ずっとケアスクールＷｉｔｈＹＯＵ（介護職員初任者研修）

初任者研修

154

有限会社 さざなみ

有限会社さざなみ 介護職員初任者研修講座 さざなみアカデミー学院

初任者研修

157

株式会社ガネット

株式会社ガネット介護職員初任者研修

初任者研修

158

関西グランドテック株式会社

関西グランドテック株式会社 カングラ介護スクール 介護職員初任者研修

590-0026 堺市堺区向陵西町4-6-12

初任者研修

160

株式会社パークプランネットワークシステム

株式会社パークプラン 谷町教室 介護職員初任者研修

540-0012

初任者研修

162

ウェルコンサル株式会社

ウェルコンサル株式会社 ウェル介護職員初任者研修講座

551-0002 大阪市大正区三軒家東1-12-7

0743-55-1120

http://www.wellconsul.co.jp/

初任者研修

164

社会福祉法人旭長寿の森

社会福祉法人旭長寿の森 介護職員初任者研修講座

535-0005 大阪市旭区赤川１－６－１２

06-6926-1122

http://www.aiai-1122.or.jp

初任者研修

165

プラスワンケアサポート株式会社

プラスワンケアサポート株式会社 初任者研修講座

560-0021 豊中市本町１－５－８ 高山第1ビル4階

06-6840-1100

http://www.plusone-group.co.jp/caresp/

初任者研修

169

株式会社スタッフ満足

株式会社スタッフ満足イキイキ介護スクール 介護職員初任者研修課程

558-0003 大阪市住吉区長居1-14-29-200

06-6690-5313

www.ikiiki-school.jp/

初任者研修

171

医療法人 マックシール

医療法人 マックシール マックシールスクール （介護職員初任者研修課程）

563-0031

初任者研修

172

社会福祉法人 都島友の会

社会福祉法人 都島友の会 介護職員初任者研修講座

初任者研修

173

公益社団法人大阪聴力障害者協会

公益社団法人大阪聴力障害者協会 （介護職員初任者研修課程）

初任者研修

174

社会福祉法人 寿楽福祉会

社会福祉法人 寿楽福祉会 介護職員初任者研修課程

534-0021 大阪市都島区都島本通３－１６－８
06-6925-1304
大阪市中央区谷町５丁目４番１３号
540-0012 大阪府谷町福祉センター３階大阪ろうあ会館 06-6761-1394
内
564-0001 吹田市岸部北４丁目９番３号
06-6337-8400

初任者研修

175

株式会社バリューネットワーク

株式会社バリューネットワーク 安寿の杜 介護職員初任者研修講座

564-0052 吹田市広芝町１０－２８ オーク江坂ビル８Ｆ

初任者研修

176

株式会社建築資料研究社

株式会社建築資料研究社

530-0014

初任者研修

179

株式会社ベネッセスタイルケア

株式会社ベネッセスタイルケア ベネッセ介護職員初任者研修 通信形式

初任者研修

180

医療法人医誠会

医療法人医誠会 介護職員初任者研修講座

初任者研修

182

株式会社かんのん

株式会社かんのん ケアソウルかんのん 介護職員初任者研修講座

560-0084 豊中市新千里南町二丁目７番８－２０１号

06-6831-5799

http://www.kannon-care.jp/

初任者研修

183

株式会社スプリングス

株式会社スプリングス 就職支援センターはな 高槻駅前校 介護職員初任者研
修

569-0803 高槻市高槻町４－３ 高槻サタリービル４F

072-685-3570

http://hana.springs-h.jp

研修事業者名

研修事業名

郵便番号

関西福祉学院

株式会社ヒューマンイノベーション 大阪ケアサプライ 介護職員初任者研修講座

株式会社アットホーム くすの森ケアセンター池田駅前 介護員初任者研修講座

介護職員初任者研修
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※研修実施場所と異なる場合がありますのでご注
意ください。

大阪市淀川区西中島4-13-22
5F

大拓ビル17

問い合せ先
※情報開示のないものはご注意ください

大阪市都島区東野田町１－２１－７ 富士林プ
06-6585-0961
ラザ１０番館５０１
大阪市中央区上町一丁目８番３号 上町ビル
540-0005
06-6765-3528
９階
大阪市北区太融寺町5-13 東梅田パークビル2
530-0051
03-5457-5824
階
534-0024

072-225-5559

(新） 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番36号
06-4394-7111
アベノセンタービル5階

池田市天神一丁目６番１２号 サテライトオフィ
072-762-1292
ス天神２階

06-7670-2905

大阪市北区鶴野町１－９ 梅田ゲートタワービ
06-6377-1055
ル３Ｆ
大阪市淀川区西宮原 2-1-3 SORA新大阪21
532-0011
06-6396-8781
１３階
大阪市淀川区西中島3-18-9（新大阪日大ビ
532-0011
06-6321-2151
ル）

http://withyou-sim.com
http://www.sazanami-g.co.jp/
https://nsf-ac.jp/shoninsha
http://www.eonet.ne.jp/~kaigo-sakai
http://www.parkplan.co.jp/

http://www.mcsyl.com/kaigo_kensyu/inde
x.html
http://miyakojima.or.jp/himawari/index.ht
ml
http://www.daicyokyo.jp/
http://juraku-osaka.jp
http://www.anjyu-mori.com/
http://www.ksknet.co.jp
http://shikaku.benesse-style-care.co.jp/
http://iseikaihp.com/index.html

研修事業者の主たる事務所所在地
活動
状況

ホームページ

研修
課程

指定
番号

初任者研修

184

医療法人浩治会

医療法人浩治会 大阪城ケア学院 介護職員初任者研修課程

537-0014 大阪市東成区大今里西2丁目17-16

初任者研修

187

社会福祉法人 恭生会

社会福祉法人 恭生会 介護職員初任者研修講座

569-0015 高槻市井尻２丁目３７番８号

①①06-69753090
②②06-6961072-660-3600

初任者研修

188

株式会社パピルス

株式会社パピルス 介護職員初任者研修

561-0858 豊中市服部西町二丁目５番１５号

06-4866-1124

http://www.papyrus-school.com

初任者研修

190

医療法人今城クリニック

医療法人今城クリニック 花笑み介護塾 介護職員初任者研修講座

584-0082 富田林市向陽台一丁目4番17号

0721-29-1112

http://imajo.org

初任者研修

191

社会医療法人 祐生会

社会医療法人 祐生会 みどりヶ丘介護スクール 介護職員初任者研修

569-1133 高槻市川西町１丁目３３番１２号

072-692-3111

http://midorigaoka.or.jp/

初任者研修

193

医療法人はぁとふる

医療法人はぁとふる 介護職員初任者研修講座

583-0875 羽曳野市樫山100-1

072-953-1012

http://www.heartful-health.or.jp

初任者研修

194

合資会社ステージケア

合資会社ステージケア 介護職員初任者研修講座

537-0024 大阪市東成区東小橋1-11-2

初任者研修

195

学校法人 新歯会東洋医療学園

学校法人新歯会東洋医療学園 介護職員初任者研修講座

532-0002 大阪市淀川区東三国６－１－４５

06-6391-2224

http://www.sdhc.ac.jp

初任者研修

196

株式会社ヒューマンライフ

株式会社ヒューマンライフ 介護職員初任者研修

541-0046 大阪市中央区平野町二丁目５番１４号

06-6484-5806

http://www.hu-life.com

初任者研修

197

株式会社オールケアライフ

株式会社オールケアライフ オールケア学院介護職員初任者研修（通信制）

570-0028 守口市本町一丁目６番１３号 守口駅前ビル

06-4397-7779

http://allcare.co.jp/

初任者研修

199

株式会社ビーナス

株式会社ビーナス 介護職員初任者研修スクール

590-0014 堺市堺区田出井町1番1号ベルマージュ堺２階 072-242-8533

http://www.venus-comrade.co.jp/

初任者研修

201

有限会社ボンテ

有限会社 ボンテ 介護職員初任者研修（通信）

560-0013 豊中市上野東２－４－４７

06-6855-8686

http://well-academy.net/

初任者研修

203

社会医療法人弘道会

社会医療法人弘道会 弘道会介護職員初任者研修講座

570-0012 守口市大久保町3-30-15

06-6900-1900

http://www.koudoukai.jp/m-lagare

初任者研修

206

株式会社 万里

株式会社 万里 茨木ケアスクール（介護職員初任者研修）

567-0886 茨木市下中条町３番８号

072-657-0237

http://manri.co.jp

初任者研修

207

株式会社 シニアメディカルサービス

株式会社 シニアメディカルサービス 介護職員初任者研修課程

534-0025

06-6354-7801

http://www.snr-trainee.com/

初任者研修

210

社会福祉法人かわち野福祉会

社会福祉法人かわち野福祉会 介護職員初任者研修

577-0832 東大阪市長瀬町1丁目５－１３

06-6726-0131

http://kawatino.jp/

初任者研修

212

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 介護職員初任者研修

565-0804 吹田市新芦屋上３－２０

06-6877-6288

http://www.charmcc.jp/

初任者研修

214

特定非営利活動法人評価機関あんしん

特定非営利活動法人評価機関あんしん

596-0814 岸和田市岡山町２２０番地の２

072‐444‐8080

http://anshin.web5.jp/kenshuu.html

初任者研修

217

株式会社ＳＡＴ

株式会社ＳＡＴ ＪＡＰＡＮ ＣＯＣＯＣＡＲＥ ＳＣＨＯＯＬ 初任者研修課程

596-0049 岸和田市八阪町３丁目４－４０

072-436-0310

http://www.cocolo-310.com

初任者研修

218

株式会社カラーサ

株式会社カラーサ 介護職員初任者研修

599-0201

072-425-2004

http://colorlifesupport.com/

初任者研修

220

株式会社セルヴィス

株式会社セルヴィス 関西医療福祉アカデミー 初任者研修

577-0803 東大阪市下小阪５丁目１番２１号

06-6535-8833

http://e-kaigo.net

初任者研修

221

学校法人 羽衣学園

学校法人 羽衣学園 羽衣国際大学 介護職員初任者研修

592-8344 堺市西区浜寺南町１丁目８９－１

072-265-7000

http://www.hagoromo.ac.jp/

初任者研修

222

公益社団法人 羽曳野市シルバー人材センター

公益社団法人羽曳野市シルバー人材センター 介護職員初任者研修講座

583-0857 羽曳野市誉田四丁目１番１号

072-936-1500

http://habikinosc.ec-net.jp

初任者研修

224

株式会社アンリ

株式会社アンリ ｗｅｌｌｅａｄ ｃｏｌｌｅｇｅ 介護職員初任者研修講座

541-0056

初任者研修

225

株式会フルライフケア

株式会社フルライフケア（フルライフケアカレッジ初任者研修養成講座）

561-0894 豊中市勝部１丁目８６番地１

06-6260-3939

http://fulllifecollege.jimdo.com

初任者研修

227

株式会社グッドライフケア大阪

530-0038 大阪市北区紅梅町１番６号

06-6948-6520

https://goodlifecare.co.jp/

初任者研修

229

株式会社夕陽紅

夕陽紅介護職員初任者研修課程

533-0024

06-7507-2176

http://xyh123.daa。ｊｐ/

初任者研修

232

社会福祉法人桜花会

社会福祉法人桜花会 サクラッコ介護職員初任者研修

590-0503 泉南市新家１４９５－１

072‐415-4879

http://oukakai.org/

初任者研修

234

株式会社かんでんジョイライフ

株式会社かんでんジョイライフ介護職員初任者研修講座

532-0005 大阪市淀川区三国本町２－１３－７３

06‐6360‐6369

http://www.kjl.co.jp

初任者研修

235

ぐっどケア有限会社

ぐっどケア有限会社 ぐっどケアカレッジ 介護職員初任者研修講座

573-0127 枚方市津田元町二丁目５４番５号

072-808-0910

http://goodcare-2005.com

初任者研修

237

株式会社ＩＳＡＯコーポレーション

株式会社ＩＳＡＯコーポレーション 優ケアスクール 介護職員初任者研修講座

543-0001

研修事業者名

研修事業名

郵便番号

株式会社グッドライフケア大阪 グッドライフケアアカデミー 介護職員初任者研修
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※研修実施場所と異なる場合がありますのでご注
意ください。

問い合せ先
※情報開示のないものはご注意ください

大河内ビル3F 06-6977-8618

大阪市都島区片町１－５－１３ 大手前セン
チュリービル１階

阪南市尾崎町９３－８ とぐちビル３階３０１号
室

大阪市中央区久太郎町３丁目１－２７ 船場大
06-6245-0500
西ビル２階

大阪市東淀川区柴島三丁目１０番１９号中国
帰国者センタービル２F

http://www.caregakuin.com
http://www.kyousei-fukushi.or.jp/

http://www.stagecare.jp/

http://anri-inc.jp

大阪市天王寺区上本町８－８－３山和ビル１０ ０６－６７７６－８５
http://u-care.jp
１
７４
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研修
課程
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初任者研修

238

株式会社スバコ・ライフ・スタイリング

株式会社スバコ・ライフ・スタイリング subaco helper school （介護職員初任者研
修）

543-0071 大阪市天王寺区生玉町１１-２８-１階１００号

06-6777-3835

https://subacohelperschool.wixsite.com/
mysite

初任者研修

239

NPO法人 Cheri

NPO法人Cheri ウイル介護スクール介護職員初任者研修講座

579-8058 東大阪市神田町５－１０

072-968-7622

http://www.hande-sapo.com/

初任者研修

240

株式会社ゴーイング

株式会社ゴーイング グッドライフ介護スクール 介護職員初任者研修

547-0015 大阪市平野区長吉長原西２－２－１２

06-7777-0987

http://www.goodlife-kaigo.jp/

初任者研修

241

株式会社ＦＡＮ－ＣＴＩＯＮ

株式会社ＦＡＮ－ＣＴＩＯＮ 介護・看護求人支援センター大阪東 介護職員初任者
研修講座

543-0052 大阪市天王寺区大道５丁目７番４号

初任者研修

242

学校法人金剛学園

学校法人 金剛学園 介護職員初任者研修講座

559-0034 大阪市住之江区南港北２丁目６－１０

初任者研修

243

医療法人河北会

医療法人河北会 介護スクール河北 介護職員初任者研修事業

572-0815 寝屋川市河北東町７番６号

072-823-5281

http://www.kahoku.or.jp/

初任者研修

244

株式会社丸和

株式会社丸和 ケアスクール ねこのて 初任者研修事業

561-0854 豊中市稲津町１－１－１３

06-6785-7165

http://www.nekonote2828.com

初任者研修

245

株式会社ティスメ

株式会社ティスメ カイゴ WORKERカレッジ 介護職員初任者研修

542-0076

06-6484-2275

https://kaigoworker-college.com

初任者研修

246

株式会社 ナニワ

株式会社ナニワ かいごのナニワカレッジ 介護職員初任者研修講座

557-0031 大阪市西成区鶴見橋一丁目４番３２号２階

090-5019-4092

https://naniwa0140.com/

初任者研修

247

社会福祉法人 大阪自彊館

社会福祉法人 大阪自彊館 研修センター 介護職員初任者研修課程

557-0014 大阪市西成区天下茶屋一丁目３番１７号

06-6659-8900

http://www.ojk.or.jp/

初任者研修

248

株式会社サンケン

株式会社サンケン 朝潮橋ヘルパー養成初任者研修

552-0005 大阪市港区田中町1丁目５－２８

06-6702-0180

http://sanken-kaigo.info/

初任者研修

249

福祉と人権ネットワークつばめ会

福祉と人権ネットワークつばめ会 介護職員初任者研修事業

552-0001

初任者研修

250

株式会社ウィルオブ・ワーク

移動精神

1

株式会社ベストウェイ

ベストウェイ・ケア・アカデミー ガイドヘルパー養成研修

561-0831 豊中市庄内東町１－７－１０ 庄内ドイビル

06-6335-3288

http://www.e-bestway.net

移動精神

12

特定非営利活動法人み・らいず

特定非営利活動法人みらいず精神障害者ガイドへルパー養成研修講座

559-0015 大阪市住之江区南加賀屋４－４－１９

050-5840-3119

http://www.me-rise.com

移動精神

13

株式会社ＥＥ２１

株式会社ＥＥ２１ 「未来ケアカレッジ」 ガイドヘルパー養成講座

530-0021

移動精神

19

特定非営利活動法人福祉活動と福祉教育の推進
精神障害者ガイドヘルパー講座（移動支援従業者養成研修）
協会あすなろ

大阪市北区太融寺町５－１５ 梅田イーストビ
06-6363-2404
ル５階
大阪市福島区福島５丁目１４番６号 福島阪神
553-0003
06-6451-4400
クレセントビル３階

移動精神

53

社会福祉法人ライフサポート協会

ライフサポート協会精神障害者ガイドヘルパー養成研修講座

558-0054 大阪市住吉区帝塚山東5-8-3

移動精神

64

Ｗｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇ

Ｗｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇガイドヘルパー養成研修

559-0034

大阪市住之江区南港北1-25-10ワンステップ
内

移動精神

76

エルケア株式会社

エルケア株式会社 ロングライフ医療福祉専門学院

530-0015

大阪市北区中崎西２－４－１２ 梅田センター
06-6363-0771
ビル２５階

移動精神

101

一般社団法人AN SHINH

一般社団法人 AN SHINH 介護福祉総合サービス科

581-0868 八尾市西山本町４－６－１５

072-923-3333

http://www3.to/anshinh

移動精神

142

株式会社スプリングス

株式会社スプリングス 就職支援センターはな 高槻駅前校 移動支援従業者養
成研修

569-0803 高槻市高槻町４－３ 高槻サタリービル４F

072-685-3380

http://hana.springs-h.jp

移動全身

1

株式会社ベストウェイ

ベストウェイ・ケア・アカデミー ガイドヘルパー養成研修

561-0831 豊中市庄内東町１－７－１０ 庄内ドイビル

06-6335-3288

http://www.e-bestway.net

移動全身

3

学校法人千代田学園（大阪千代田短期大学）

学校法人千代田学園 大阪千代田短期大学 全身性障がい者移動支援従業者養
586-8511 河内長野市小山田町1685
成研修

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.jp/

移動全身

5

社会福祉法人堺あけぼの福祉会

ガイドヘルパー養成研修

590-0134 堺市南区御池台5丁2番6号

072-290-5454

移動全身

13

株式会社ＥＥ２１

株式会社ＥＥ２１ 「未来ケアカレッジ」 ガイドヘルパー養成講座

530-0021

移動全身

16

松下工業株式会社

松下介護学館移動支援従業者養成研修

543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-24

06-6774-6013

http://www.mickaigo.com/

移動全身

18

株式会社グリーンスタッフ

グリーンスタッフ移動支援従業者研修（全身性障害課程）

541-0058 大阪市中央区南久宝寺町４丁目４－１３

06-4708-4170

http://www.greenstaff.jp/

移動全身

19

特定非営利活動法人福祉活動と福祉教育の推進
全身性障害者ガイドヘルパー講座（移動支援従業者養成研修）
協会あすなろ

553-0003

大阪市福島区福島５丁目１４番６号 福島阪神
06-6451-4400
クレセントビル３階

http://npo-asunaro.com/

移動全身

20

特定非営利活動法人アクティブネットワーク

567-0820 茨木市宮元町１番２９号

研修事業者名

研修事業名

郵便番号

株式会社ウィルオブ・ワーク ＷＩＬＬＯＦケアアカデミー介護職員初任者研修講座

全身性ガイドヘルパー養成研修
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※研修実施場所と異なる場合がありますのでご注
意ください。

大阪市中央区難波２丁目１－２ 太陽生命難
波ビル１０F

問い合せ先
※情報開示のないものはご注意ください

０６－６７７６－７６
http://kaigo9jin.com/osh/
６７
０６－４７０３－１７
http://www.kongogakuen.ed.jp
８０

大阪市港区波除４－１－３７ ＨＲＣビル９階大
06-6581-8535
阪府連気付
大阪市北区茶屋町１９番１９号 アプローズタ
530-0013
0120-956-557
ワー ２２階

06-6678-7572

https://tsubamekai.jpn.org/
https://willof-care.jp/

http://www.miraicare.jp/
http://npo-asunaro.com/
http://www.lifesupport.or.jp/

0120-703-086

大阪市北区太融寺町５－１５ 梅田イーストビ
06-6363-2404
ル５階

072-626-0911

http://www.jlonglife.co.jp/longlife_welfare_education/in
dex.html

http://www.miraicare.jp/

研修事業者の主たる事務所所在地
活動
状況

ホームページ

研修
課程

指定
番号

移動全身

23

移動全身

28

特定非営利活動法人アミューズメント・バリアフリー 特定非営利活動法人アミューズメントバリアフリー協会 全身性ガイドヘルパー養
成研修
協会
学校法人 瓶井学園 日本メディカル福祉専門学校 移動支援従業者養成研修
学校法人瓶井学園

移動全身

34

株式会社キューオーエル

移動全身

38

学校法人箕面学園（箕面学園福祉保育専門学校） 箕面学園移動支援従業者養成研修

562-0001 箕面市箕面７丁目７番３１号

072-723-6590

http://www.minohsenmon.jp/index.html

移動全身

39

株式会社貴陽

岡本介護センター

596-0805 岸和田市田治米町415－9

072-443-6118

http://kaigocenter.life.coocan.jp/

移動全身

64

Ｗｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇ

Ｗｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇガイドヘルパー養成研修

559-0034

移動全身

68

社会福祉法人キリスト教ミード社会舘

キリスト教ミード社会舘ガイドヘルパー養成講座

532-0028 大阪市淀川区十三今里1-1-52

06-6309-7121

http://www.mead-jp.com/school/

移動全身

70

株式会社プレースメント

株式会社 プレースメントキャリアカレッジ

530-0001 大阪市北区梅田１丁目３－１－１０００号

06-6455-5557

http://www.place-ment.jp/

移動全身

72

学校法人鴻池学院（鴻池生活科学専門学校）

大阪府商工労働部雇用推進室人材育成課 委託訓練

578-0976 東大阪市西鴻池町1-5-4

06-6745-1353

https://konoikegakuin.ac.jp/senmon/

移動全身

76

エルケア株式会社

エルケア株式会社 ロングライフ医療福祉専門学院

530-0015

移動全身

79

株式会社ワークアンビシャス

株式会社ワークアンビシャス カイゴジョブアカデミーガイドヘルパー養成（全身性
障がい課程）

530-0002 大阪市北区曽根崎新地二丁目1番23号

06-6455-1781

http://kaigojob-academy.com

移動全身

80

株式会社グローバルアシスト

株式会社グローバルアシスト ガイドヘルパー養成研修事業

598-0055 泉佐野市若宮町７-１３

072-469-4510

http://www.globalassist.jp

移動全身

82

社会福祉法人南海福祉事業会

移動支援従業者養成研修

592-0005 高石市千代田6-12-53

072-262-1094

http://www.nansen.ac.jp

移動全身

86

有限会社ヒューマンケアマネジメント

全身性障害者移動支援従業者養成研修

572-0020 寝屋川市田井西町２８番３号

072-829-5811

http://www.hcm-ibuki.jp

移動全身

88

ピースクルーズ株式会社

ガイドヘルパー養成講座

550-0005 大阪市西区西本町１－５－３ 扶桑ビル４Ｆ

06-6533-3965

http://ccacademy.jp

移動全身

101

一般社団法人AN SHINH

一般社団法人 AN SHINH 介護福祉総合サービス科

581-0868 八尾市西山本町４－６－１５

072-923-3333

http://www3.to/anshinh

移動全身

102

学校法人早稲田大阪学園

移動支援従業者養成研修事業

567-0051 大阪府茨木市宿久庄7-20-1

072-643-6681

http://www.koyodai.ed.jp/

移動全身

104

大阪綜合福祉株式会社

大阪綜合福祉株式会社ケアセンターABC

597-0093 貝塚市二色中町９－４

072-430-6607

移動全身

107

株式会社ケア・ライフハーモニー堺

ライフハーモニー移動支援従業者スクール

591-8032 堺市百舌鳥梅町１丁４番地１２

072-268-5200

移動全身

112

社会福祉法人わらしべ会

移動支援従事者（全身性課程）養成研修

573-0103 枚方市長尾荒阪２－３５４５

072-868-1301

www.warasibe.or.jp

移動全身

117

株式会社アスウェル

株式会社アスウェル ひまわり介護スクール

583-0876 羽曳野市伊賀5丁目1

072-939-7861

http://www.asuwell.co.jp

移動全身

122

特定非営利活動法人シーシータイミング

ジョブシティカレッジおもちゃ館 ガイドヘルパー養成講座

584-0082 富田林市向陽台２－１３－９

072－365-6688

http://www.npocct-jcc.com

移動全身

123

株式会社イメージ・ラボ

イメージ・ラボ ガイドヘルパー（全身性障がい）養成研修

530-0027 大阪市北区堂山町１番５号

06-6311-3681

http://www.imagelab-kaigo.jp/

移動全身

126

株式会社アイムス

株式会社アイムス ジョブシティカレッジ

556-0011 大阪市浪速区難波中３丁目９番１号

06-6631-1117

http://www.aims-ltd.co.jp/

移動全身

127

株式会社カラーサ

カラーサ全身性障がい者移動支援従事者養成研修

599-0201

072-425-2004

http://colorlifesupport.com/

移動全身

129

株式会社キャリーアップ

株式会社キャリーアップ大阪ケアギバーアカデミー

541-0054 大阪市中央区南本町２丁目１番１号

06-6261-0120

http://www.carry-up.jp

移動全身

134

クオリティー・オブ・ライフ

特定非営利活動法人クオリティー・オブ・ライフ移動支援従業者養成研修事業

596-0046 岸和田市藤井町２丁目５番３４号

072-430-2200

移動全身

137

株式会社Ｐａｒｆａｉｔ

株式会社Parfait

542-0062 大阪市中央区上本町西一丁目２番１４号

06-6764-0738

http://soin-school.com

移動全身

139

ＮＰＯ法人大阪府北部コミュニティカレッジ

ＮＰＯ法人大阪府北部コミュニティカレッジ全身性従業者養成研修講座

567-0048 茨木市北春日丘４－４－４１

072-625-2251

http://oncc.jp/

移動全身

141

学校法人大原学園

学校法人大原学園

530-0051

06-6130-7430

http://www.ohara.ac.jp/osaka/syakai/info/about

研修事業者名

研修事業名

郵便番号

キューオーエルヘルパースクール

移動支援従業者養成研修
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※情報開示のないものはご注意ください

581-0085 八尾市安中町2－6－1

072-975-6270

533-0015 大阪市東淀川区大隅1-1-25

06-6329-6553

579-8026

ソインスクール 移動支援従業者養成研修

※研修実施場所と異なる場合がありますのでご注
意ください。

問い合せ先

東大阪市弥生町2－53 グランデュール弥生10
072-981-7127
２号

大阪市住之江区南港北1-25-10ワンステップ
内

阪南市尾崎町９３－１ とぐちビル３階３０１号
室

大阪市北区太融寺町２－１４
祉製菓専門学校梅田校

大原医療福

http://www.qol-school.com

0120-703-086

大阪市北区中崎西２－４－１２ 梅田センター
06-6363-0771
ビル２５階

田端ビル４F

http://www.kamei.ac.jp/

http://www.jlonglife.co.jp/longlife_welfare_education/in
dex.html

研修事業者の主たる事務所所在地
活動
状況

ホームページ

研修
課程

指定
番号

移動全身

142

株式会社スプリングス

株式会社スプリングス 就職支援センターはな 高槻駅前校 移動支援従業者養
成研修

569-0803 高槻市高槻町４－３ 高槻サタリービル４F

移動全身

144

株式会社ＳＩＭ

株式会社ＳＩＭ ずっとケアスクールＷｉｔｈＹＯＵ 移動支援従業者養成研修

534-0024

移動全身

145

有限会社 ダンデライオン

有限会社 ダンデライオン

530-0041 大阪市北区天神橋５丁目７番１０号

06-4801-8300

http://dandelion-care.com/

移動全身

147

株式会社オールケアライフ

株式会社オールケアライフ オールケア学院移動支援従業者養成研修

570-0028 守口市本町一丁目６番１３号 守口駅前ビル

06-4397-7779

http://allcare.co.jp/

移動全身

149

特定非営利活動法人評価機関あんしん

特定非営利活動法人評価機関あんしん トラスト介護教室 移動支援従業者養成
研修

596-0814 岸和田市岡山町２２０番地の２

072‐444‐8080

http://anshin.web5.jp/index.html

移動全身

151

学校法人誠優学園

学校法人 誠優学園 移動支援従業者養成研修

597-0083 貝塚市海塚一丁目２０番５号

072-433-0415

http://www.oswc.ac.jp

移動全身

159

NPO法人Cheri

NPO法人Cheri ウイル介護スクール全身性移動支援講座

579-8058 東大阪市神田町５－１０

072-968-7622
090-6738-1775

http://www.hande-sapo.com/

移動全身

161

あすなろ介護株式会社

あすなろ介護株式会社ビリーブ介護スクール移動全身性従業者養成研修

573-1182 枚方市御殿山町6番19号３階

072-840-2740

https://asunaro-osaka.com

移動全身

162

一般社団法人 CREDO

一般社団法人CREDO CREDO介護福祉学院全身性障がい者移動支援従業者養
573-1118 枚方市楠葉並木一丁目２７番１号
成研修

072-854-5455

https://gakuin.kaigo-credo.com

移動知的

1

株式会社ベストウェイ

ベストウェイ・ケア・アカデミー ガイドヘルパー養成研修

561-0831 豊中市庄内東町１－７－１０ 庄内ドイビル

06-6335-3288

http://www.e-bestway.net

移動知的

5

社会福祉法人堺あけぼの福祉会

ガイドヘルパー養成研修

590-0134 堺市南区御池台5丁2番6号

072-290-5454

移動知的

9

有限会社前穂

知的障害者ガイドヘルパー養成講座

569-1022 高槻市日吉台１－２１－１８

072-689-8600

移動知的

12

特定非営利活動法人み・らいず

NPO法人み・らいず 知的障害者ガイドヘルパー養成研修講座

559-0015 大阪市住之江区南加賀屋４－４－１９－３Ｆ

050-5840-3119

移動知的

13

株式会社ＥＥ２１

株式会社ＥＥ２１ 「未来ケアカレッジ」 ガイドヘルパー養成講座

530-0021

移動知的

19

移動知的

23

移動知的

32

社会福祉法人創思苑

自立生活支援センターわくわく 知的障害者ガイドヘルパー養成研修

578-0931 東大阪市花園東町１丁目17－30

移動知的

34

株式会社キューオーエル

キューオーエルケアスクール

579-8026

移動知的

40

社会福祉法人つむぎ福祉会

ガイドヘルパー養成研修

546-0042 大阪市東住吉区田辺六丁目４番１号

移動知的

48

社会福祉法人永寿福祉会

永寿福祉会 ガイドヘルパー講座

547-0027

移動知的

53

社会福祉法人ライフサポート協会

ライフサポート協会知的障害者ガイドヘルパー養成研修講座

558-0054 大阪市住吉区帝塚山東5-8-3

06-6678-7572

http://www.lifesupport.or.jp/

移動知的

57

社会福祉法人花の会

花の会ガイドヘルパー養成研修

569-0071 高槻市城北町１－７－１６ リーベン城北２階

072-697-7033

http://hananokai.info/

移動知的

59

社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会

支援センター しらさぎ

599-8107 堺市白鷺町２丁９番３２号

072-288-2237

Http://www.osaka-ikuseikai.or.jp

移動知的

62

特定非営利活動法人ぴよぴよ会

特定非営利活動法人ぴよぴよ会 知的障がい者ガイドヘルパー養成講座

577-0054 東大阪市高井田元町２－７－６

06-6783-0404

http://www.piyopiyokai.jp

移動知的

64

Ｗｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇ

Ｗｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇガイドヘルパー養成研修

559-0034

移動知的

68

社会福祉法人キリスト教ミード社会舘

キリスト教ミード社会舘 ガイドヘルパー養成講座

532-0028 大阪市淀川区十三今里1-1-52

06-6309-7121

http://www.mead-jp.com/school/

移動知的

96

社会福祉法人コスモス

ガイドヘルパー養成講座

599-8116 堺市野尻町８番地４

072-267-6870

www.sakaicosmos.net

移動知的

101

一般社団法人AN SHINH

一般社団法人 AN SHINH 介護福祉総合サービス科

581-0868 八尾市西山本町４－６－１５

072-923-3333

http://www3.to/anshinh

移動知的

102

学校法人早稲田大阪学園

移動支援従業者養成研修事業

567-0051 大阪府茨木市宿久庄7-20-1

072-643-6681

http://www.koyodai.ed.jp/

移動知的

106

社会福祉法人椿福祉会

社会福祉法人椿福祉会 移動支援従業者養成研修(知的障がい課程）

538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮2－2－25

06-6913-3377

http://tsubaki-fukushikai.com/

移動知的

110

社会福祉法人かたの福祉会

社会福祉法人かたの福祉会 てらサポートセンター

576-0063 交野市寺四丁目590番地の１

072-810-6666

http://www.yawa.net

研修事業者名

研修事業名

郵便番号

移動支援従業者養成研修

特定非営利活動法人福祉活動と福祉教育の推進
知的障害者ガイドヘルパー講座（移動支援従業者養成研修）
協会あすなろ
特定非営利活動法人アミューズメント・バリアフリー 特定非営利活動法人アミューズメントバリアフリー協会 知的障がいガイドヘル
パー養成研修
協会
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※研修実施場所と異なる場合がありますのでご注
意ください。

問い合せ先
※情報開示のないものはご注意ください
072-685-3380

http://hana.springs-h.jp

大阪市都島区東野田町１－２１－７ 富士林プ
06-6585-0961
ラザ１０番館５０１

http://withyou-sim.com

大阪市北区太融寺町５－１５ 梅田イーストビ
06-6363-2404
ル５階
大阪市福島区福島５丁目１４番６号 福島阪神
553-0003
06-6451-4400
クレセントビル３階
072-975-6270
581-0085 八尾市安中町2－6－1
072-975-6270
072-968-1556

東大阪市弥生町2－53 グランデュール弥生10
072-981-7127
２号
06-6626-1811

大阪市平野区長吉川辺３－２０－１４ 永寿の
06-6700-0500
里 彩羽

大阪市住之江区南港北1-25-10ワンステップ
内

http://www.me-rise.com
http://www.miraicare.jp/
http://npo-asunaro.com/

http://soshien.com/
http://www.qol-school.com
http://www.tsumugigroup.net/
www.eijyu.or.jp

0120-703-086

研修事業者の主たる事務所所在地
活動
状況

ホームページ

研修
課程

指定
番号

移動知的

117

株式会社アスウェル

ひまわり介護スクール

583-0876 羽曳野市伊賀5丁目738-1

072-939-7861

http://www.asuwell.co.jp

移動知的

119

社会福祉法人さつき福祉会

移動支援従業者養成研修

564-0072 吹田市出口町19-1

06-6389-0614

http://satuki-fuku.sakura.ne.jp

移動知的

141

学校法人大原学園

学校法人 大原学園

530-0051

06-6130-7430

http://www.ohara.ac.jp/osaka/syakai/info/about

移動知的

142

株式会社スプリングス

株式会社スプリングス 就職支援センターはな 高槻駅前校 移動支援従業者養
成研修

569-0803 高槻市高槻町４－３ 高槻サタリービル４F

072-685-3380

http://hana.springs-h.jp

移動知的

146

特定非営利活動法人ぱあとなぁ

特定非営利活動法人ぱあとなぁ 知的講座

578-0935 東大阪市若江東町２－１－６

06-6722-7760

http://www.npo-partner.org/

移動知的

152

株式会社ＨＩＳＷＡＹ

株式会社ＨＩＳＷＡＹ わわ ガイドヘルパー養成講座

594-0083 和泉市池上町２－５－１６

0725-24-4030

https://hisway.xsrv.jp

移動知的

157

株式会社ハートフルサンク

株式会社ハートフルサンク ガイドヘルパー養成研修

590-0141 堺市南区桃山台３丁目１８番２９号

072-298-2871

http://heartfulthank.com/

移動知的

158

特定非営利活動法人出発のなかまの会

特定非営利活動法人出発のなかまの会 知的障がい者（児）ガイドヘルパー養成
講座

544-0012 大阪市生野区巽西２－５－４

06-6754-3011

http://www.tabidati.jp/

移動知的

159

NPO法人Cheri

NPO法人Cheri ウイル介護スクール 知的移動支援講座

579-8058 東大阪市神田町５－１０

072-968-7622
090-6738-1775

http://www.hande-sapo.com/

移動知的

160

NPO法人自閉症ｅスタイルジャパン

NPO法人自閉症ｅスタイルジャパン(自閉症eサービス＠大阪） 自閉症支援者のた
542-0062 大阪市中央区上本町西三丁目３番２８号
めのｅカレッジ ガイドヘルパー養成研修

06-6764-5611

http://www.jiheishou-e.com/

移動知的

161

あすなろ介護株式会社

あすなろ介護株式会社ビリーブ介護スクール移動知的障がい支援従業者養成研修 573-1182 枚方市御殿山町6番19号３階

072-840-2740

https://asunaro-osaka.com

移動知的

163

社会福祉法人 南山城学園

社会福祉法人 南山城学園 知的障がい者移動支援従業者養成研修

618-0022 三島郡島本町桜井３丁目４－２

075-925-5223

http://minamiyamashiro.com

重度訪問

1

株式会社アワハウス

株式会社 アワハウス 重度訪問介護従業者養成研修

550-0011 大阪市西区阿波座1-6-1MID西本町ﾋﾞﾙ８階

06-6532-6991

http://www.ourhouse.co.jp

重度訪問

4

特定非営利活動法人あるる

特定非営利活動法人あるる重度訪問介護従業者養成研修講座

534-0027 大阪市都島区中野町3-4-21

06-6355-3701

https://www.npo-aruru.com/

重度訪問

5

特定非営利活動法人ちゅうぶ

特定非営利活動法人ちゅうぶ

546-0031 大阪市東住吉区田辺5-5-20

06-4703-3740

http://www.npochubu.com

重度訪問

6

特定非営利活動法人自立支援センターたかつき

重度訪問介護従業者養成研修

569-0082 高槻市明野町１番５－１１９

072-672-1294

http://ciltakatuki.web.fc2.com/

重度訪問

7

特定非営利活動法人日常生活支援ネットワーク

重度訪問介護従業者養成研修事業

556-0012 大阪市浪速区敷津東3-6-10

06-6649-0455

http://party2.net

重度訪問

9

社会福祉法人四天王寺福祉事業団

四天王寺社会福祉研修センター 重度訪問介護従業者養成研修

583-0868 羽曳野市学園前6-1-1

072-956-2985

http://www.shitennoji-fukushi.jp/

重度訪問

11

562-0001 箕面市箕面４－８－３０

072-720-6806

https://www.suisinkyo.com/

重度訪問

12

重度訪問

15

特定非営利活動法人自立生活夢宙センター

重度訪問

16

特定非営利法人大阪府重症心身障害児者を支え
大阪府重症心身障害児者を支える会重度訪問介護従事者養成研修
る会

598-0002 泉佐野市中庄１５２２－１

重度訪問

19

特定非営利活動法人リアライズ

リアライズ重度訪問介護講座

595-0071

重度訪問

21

ＮＰＯ法人自立生活センターほくせつ２４

ほくせつ２４重度訪問介護従業者養成研修

567-0824 茨木市中津町３－２６

072-638-1466

http://www.hokusetu24.com/

重度訪問

23

特定非営利活動法人ぱあとなぁ

特定非営利活動法人ぱあとなぁ 重度訪問講座

578-0935 東大阪市若江東町２－１－６

06-6722-7760

http://www.npo-partner.org/

重度訪問

25

株式会社スバコ・ケア・エンジニアリング

重度訪問介護従業者養成研修

554-0024 大阪市此花区島屋6丁目2番89－701号

06-6777-3835

http://www.subaco.org

重度訪問

26

特定非営利活動法人自立生活センター・いこらー

重度訪問介護従業者養成研修

596-0062 岸和田市中北町７番２１号

072-488-7334

http://www.npo-ikora.com/

重度訪問

27

社会福祉法人自立支援協会

南部障害者解放センター重度訪問介護講座

590-0013 堺市堺区東雲西町４丁７－６

072-222-3218

重度訪問

29

特定非営利活動法人障害者自立生活センター・ス
スクラム重度訪問介護従業者養成研修講座
クラム

551-0002 大阪市大正区三軒家東１－１２－２７ アドヴァンスライフ１０１
06-6555-3514

重度訪問

31

社会福祉法人大阪重症心身障害児者を支える会

大阪重症心身障害児者を支える会重度訪問介護従業者養成研修

545-0021 大阪市阿倍野区阪南町2丁目23番11号

06-6690-5360

http://www.sasaeru.or.jp/houjin

重度訪問

32

特定非営利活動法人自立生活センターやお

特定非営利活動法人自立生活センターやお 重度訪問介護従業者養成研修基
礎・追加課程事業

581-0004 八尾市東本町三丁目3番10号ー101

072-924-5353

http://cilyao.boo.jp/

研修事業者名

研修事業名

郵便番号

移動支援従業者養成研修

重度訪問介護従業者養成研修事業

特定非営利活動法人箕面市障害者の生活と労働
重度訪問介護従業者養成研修
推進協議会
特定非営利活動法人福祉活動と福祉教育の推進
重度訪問介護員養成研修
協会あすなろ

※研修実施場所と異なる場合がありますのでご注
意ください。

大阪市北区太融寺町２－１４
祉製菓専門学校梅田校

大原医療福

問い合せ先
※情報開示のないものはご注意ください

大阪市福島区福島５丁目１４番６号 福島阪神
06-6451-4400
クレセントビル３階
大阪市住之江区新北島１－２－１ オスカード
559-0024
06-4702-4737
リーム２階
553-0003

夢宙センター・重度訪問介護講座
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06-6624-2555

泉大津市助松町１－３－３３ エクセラート北助
0725-22-7716
松１Ｆ店舗４

http://npo-asunaro.com/

www.sasaeru.or.jp
http://www.cil-realize.com/

研修事業者の主たる事務所所在地
活動
状況

ホームページ

研修
課程

指定
番号

重度訪問

35

特定非営利活動法人ムーブメント

ＮＰＯ法人ムーブメント 重度訪問介護従事者養成研修

543-0052 大阪市天王寺区大道３－１－２６

06-4302-5204

https://www.npomovement2010.com

重度訪問

36

社会福祉法人つむぎ福祉会

社会福祉法人つむぎ福祉会 重度訪問介護従業者養成研修

546-0031 大阪市東住吉区田辺６－４－１

06-6626-1811

http://www.tsumugigroup.net/

重度訪問

37

株式会社オールケアライフ

株式会社オールケアライフ オールケア学院重度訪問介護従業者養成研修

570-0028 守口市本町一丁目６番１３号 守口駅前ビル

06-4397-7779

http://allcare.co.jp/

同行援護

1

一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会

同行援護従業者養成研修 一般課程及び応用課程

537-0025

大阪市東成区中道１－３－５９大阪府立福祉
情報コミュニケーションセンター内

06-6748-0615

http://www.fushikyo.or.jp

同行援護

2

株式会社ベストウェイ

ベストウェイ・ケア・アカデミー 同行援護従業者養成研修

561-0831 豊中市庄内東町１－７－１０ 庄内ドイビル

06-6335-3288

http://www.e-bestway.net/

同行援護

3

株式会社ＥＥ２１

同行援護従業者養成研修

530-0021

同行援護

4

松下工業株式会社

松下介護学館 同行援護従業者養成研修

543-0001 大阪市天王寺区上本町7-1-24

06-6774-6013

http://www.mickaigo.com/

同行援護

5

株式会社グリーンスタッフ

グリーンスタッフ同行援護従業者養成研修

541-0058 大阪市中央区南久宝寺町４丁目４－１３

06-4708-4170

http://www.greenstaff.jp/

同行援護

7

株式会社グローバルアシスト

株式会社 グローバルアシスト 同行援護養成研修事業

598-0055 泉佐野市若宮町７-１３

072-469-4510

http://www.globalassist.jp

同行援護

9

株式会社貴陽

岡本介護センター 同行援護養成研修事業

596-0805 岸和田市田治米町415－9

072-443-6118

http://kaigocenter.life.coocan.jp/

同行援護

10

株式会社アイベル

視覚障害者ガイドヘルパー養成研修

533-0033

06-6323-6241

http://www.eyebell.co.jp/lowvision/

同行援護

15

株式会社プレースメント

キャリアカレッジ

530-0001 大阪市北区梅田１丁目３－１－１０００号

06-6455-5557

http://www.place-ment.jp/

同行援護

17

株式会社ワークアンビシャス

株式会社ワークアンビシャス カイゴジョブアカデミー 同行援護講座

530-0002 大阪市北区曽根崎新地二丁目1番23号

06-6455-1781

http://kaigojob-academy.com

同行援護

18

株式会社キューオーエル

キューオーエルヘルパースクール

579-8026 東大阪市弥生町2-53 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｰﾙ10２号

072-981-7127

http://www.qol-school.com

同行援護

19

Well-Being

大阪府指定Well-Being同行援護養成研修

559-0034 大阪市住之江区南港北1－25－10－430

0120－703－086

同行援護

20

ピースクルーズ株式会社

同行援護従業者養成講座

550-0005 大阪市西区西本町１－５－３扶桑ビル４Ｆ

06-6533-3965

同行援護

22

学校法人箕面学園

箕面学園同行援護従業者養成研修

562-0001 箕面市箕面7丁目7－31

072－723－6590 http://www.minohsenmon.jp/index.html

同行援護

23

学校法人瓶井学園

同行援護従業者養成研修講座

533-0015 大阪市東淀川区大隅１－１－２５

06-6329-6553

同行援護

25

株式会社ケア・ライフハーモニー堺

ライフハーモニー同行援護従業者スクール

591-8032 堺市百舌鳥梅町１丁４番地１２

072-268-5200

同行援護

26

エルケア株式会社

エルケア株式会社 ロングライフ医療福祉専門学院

530-0015

大阪市北区中崎西２－４－１２ 梅田センター
06-6363-0771
ビル２５階

http://www.jlonglife.co.jp/longlife_welfare_education/in
dex.html

同行援護

27

一般社団法人大阪市視覚障害者福祉協会

同行援護従業者養成研修

543-0021

大阪市天王寺区東高津町１１－７ 上本町グラ
06-6765-2777
ンディムビル２０２号

http://www.kibou-web.com

同行援護

28

社会福祉法人南海福祉事業会

同行援護従業者養成研修

592-0005 高石市千代田6-12-53

072-262-1094

同行援護

31

社会福祉法人高槻ライフケア協会

同行援護従業者養成研修

569-0806 高槻市明田町5-7

同行援護

38

有限会社酔族館

同行援護従業者養成研修

577-0056 東大阪市長堂一丁目２９番４号

同行援護

39

有限会社ヒューマンケアマネジメント

同行援護従業者養成研修

572-0020 寝屋川市田井西町28番3号

072-683-4945
http://tlca.info/
06-6782-2463（ス
タディルーム陽だ
まり）
072-829-5811
http://www.hcm-ibuki.jp/

同行援護

43

学校法人千代田学園

大阪千代田短期大学 同行援護従業者養成研修

586-8577 河内長野市楠木町西1090

0721-52-4141

http://www.chiyoda.ac.jp

同行援護

45

特定非営利活動法人日常生活支援ネットワーク

同行援護従業者統制研修

556-0012 大阪市浪速区敷津東3-6-10

06-6649-0455

http://party2.net

同行援護

46

株式会社イメージ・ラボ

イメージ・ラボ同行援護従業者養成研修

530-0027 大阪市北区堂山町１番５号

06-6311-3681

http://www.imagelab-kaigo.jp/

同行援護

48

社会福祉法人松原市社会福祉協議会

社会福祉法人松原市社会福祉協議会 同行援護従業者養成研修講座

580-0043

同行援護

50

株式会社アイムス

株式会社アイムス ジョブシティカレッジ

556-0011 大阪市浪速区難波中３丁目９番１号

研修事業者名

研修事業名

郵便番号
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※研修実施場所と異なる場合がありますのでご注
意ください。

問い合せ先
※情報開示のないものはご注意ください

大阪市北太融寺町５－１５梅田イーストビル５
06-6363-2404
階

田端ビル４F

大阪市東淀川区東中島一丁目17-5 ステュ
ディオ新大阪1046号

松原市阿保一丁目１番１号 松原市役所東別
072-349-2112
館内
06-6631-1117

http://www.miraicare.jp

http://ccacademy.jp

http://www.kamei.ac.jp/

http://www.nansen.ac.jp

http://www.matsubarashakyo.net
http://www.aims-ltd.co.jp/

研修事業者の主たる事務所所在地
活動
状況

ホームページ

研修
課程

指定
番号

同行援護

53

ＮＰＯ法人大阪府北部コミュニティカレッジ

同行援護従業者養成研修事業

567-0048 茨木市北春日丘４－４－４１

072-625-2251

同行援護

54

公益社団法人大阪府鍼灸マッサージ師会

同行援護従業者養成研修

545-0011 大阪市阿倍野区昭和町2-10-5

06-6624-3332

同行援護

56

特定非営利活動法人福祉活動と福祉教育の推進
同行援護養成研修
協会あすなろ

同行援護

57

株式会社カラーサ

同行援護

58

特定非営利活動法人アミューズメント・バリアフリー 特定非営利活動法人アミューズメント・バリアフリー協会 同行援護従業者養成研
修
協会

581-0085 八尾市安中町2－6－1

同行援護

59

NPO法人 地域自立支援推進協議会JOTO

NPO法人地域自立支援推進協議会JOTO 同行援護研修 かたらい広場

536-0005

同行援護

60

社会福祉法人キリスト教ミード社会舘

社会福祉法人キリスト教ミード社会舘 同行援護従事者養成研修

同行援護

61

栄友社合資会社

同行援護

63

同行援護

研修事業者名

研修事業名

郵便番号

※研修実施場所と異なる場合がありますのでご注
意ください。

問い合せ先
※情報開示のないものはご注意ください

大阪市福島区福島５丁目１４番６号 福島阪神
06-6451-4400
クレセントビル３階
阪南市尾崎町９３－１ とぐちビル３階３０１号
599-0201
072-425-2004
室
553-0003

株式会社カラーサ同行援護従業者養成研修課程

大阪市城東区中央1-8-30 パンション真紀2
階

http://oncc.jp/

http://npo-asunaro.com/
http://colorlifesupport.com/

072-975-6270
06-6934-5858

http://wakuwaku-joto.net

532-0028 大阪市淀川区十三今里１－１－５２

06-6309-7121

http://www.mead-kenshu.com/

栄友社合資会社同行援護従業者養成講座

590-0116 堺市南区若松台2-1-4-107

072-291-0390

npoeiyuusha.com/

株式会社Ｐａｒｆａｉｔ

株式会社 Parfait

542-0062 大阪市中央区上本町西一丁目２番１４号

06-6764-0738

http://soin-school.com

66

特定非営利活動法人シーシータイミング

特定非営利活動法人シーシータイミング同行援護研修講座

589-0006 大阪狭山市金剛一丁目3-5

072－365-6688

http://www.npocct-jcc.com

同行援護

67

特定非営利活動法人 日本福祉放送

特定非営利活動法人 日本福祉放送 同行援護従業者養成研修事業

534-0026 大阪市都島区網島町４－１２

06-4801-0171

http://www.onyu.jp

同行援護

70

株式会社スプリングス

株式会社スプリングス 就職支援センターはな 高槻駅前校 移動支援従業者養
成研修

569-0803 高槻市高槻町４－３ 高槻サタリービル４F

072-685-3380

http://hana.springs-h.jp

同行援護

72

株式会社 シニアメディカルサービス

株式会社シニアメディカルサービス 同行援護従業者養成研修

534-0025 大阪市都島区片町１－５－１３

06-6354-7801

http://www.snr-trainee.com/

同行援護

73

特定非営利活動法人評価機関あんしん

特定非営利活動法人評価機関あんしん トラスト介護教室 同行援護従業者養成
研修

596-0814 岸和田市岡山町２２０番地の２

072‐444‐8080

http://anshin.web5.jp/kenshuu.html

同行援護

74

株式会社ＳＩＭ

株式会社ＳＩＭ ずっとケアスクールＷｉｔｈＹＯＵ 同行援護従業者養成研修

534-0024

同行援護

75

株式会社オールケアライフ

株式会社オールケアライフ

570-0028 守口市本町一丁目６番１３号 守口駅前ビル

06-4397-7779

同行援護

76

特定非営利活動法人 日本福祉学習センター

特定非営利活動法人 日本福祉学習センター 同行援護従業者養成研修

533-0027 大阪市北区堂山町１番５号

06－6361－5580 http://www3.kcn.ne.jp/~saiga/

同行援護

77

株式会社ぽりに

株式会社ぽりに 同行援護従業者養成研修

533-0032

同行援護

79

有限会社 ダンデライオン

有限会社ダンデライオン 同行援護従業者養成研修

530-0041 大阪市北区天神橋５丁目７番１０号

06-4801-8300

http://dandelion-care.com/

同行援護

80

株式会社ＨＩＳＷＡＹ

株式会社ＨＩＳＷＡＹ わわ 同行援護従業者養成研修

594-0083 和泉市池上町２－５－１６

0725-24-4030

https://hisway.xsrv.jp/

同行援護

81

有限会社髙橋介護支援センター

有限会社髙橋介護支援センター（スクール・アイ同行援護従業者養成研修）

535-0021 大阪市旭区清水２丁目４番２号

06-6955-7538

https://www.school-eye.com

同行援護

82

一般社団法人 CREDO

一般社団法人CREDO CREDO介護福祉学院同行援護従業者養成研修

573-1118 枚方市楠葉並木一丁目２７番１号

072-845-5455

https://gakuin.kaigo-credo.com

同行援護

83

あすなろ介護株式会社

あすなろ介護株式会社ビリーブ介護スクール同行援護従業者養成研修

573-1182 枚方市御殿山町6番19号３階

072-840-2740

https://asunaro-osaka.com

難病

13

株式会社ＥＥ２１

大阪府指定 「未来ケアカレッジ」 難病患者等ホームヘルパー養成研修講座

530-0021

難病

19

有限会社N&Sエージェンシー

スキルジャパン 難病患者等ホームヘルパー養成研修

590-0026 堺市堺区向陵西町４－６－１２

072-220-2156

難病

20

株式会社プレースメント

難病患者等ホームヘルパー養成研修

530-0001 大阪市北区梅田１丁目３－１－１０００号

06-6455-5557

http://www.place-ment.jp/

難病

22

社会福祉法人キリスト教ミード社会舘

社会福祉法人キリスト教ミード社会舘 難病患者等ホームヘルパー養成研修

532-0028 大阪市淀川区十三今里１－１－５２

06-6309-7125

http://www.mead-kenshu.com/

難病

23

関西グランドテック株式会社

072-225-5559

http://www.eonet.ne.jp/~kaigo-sakai

難病

26

株式会社アイムス

06-6632-1181

http://www.aims-ltd.co.jp/

ソインスクール

オールケア学院同行援護従業者養成研修

大阪市都島区東野田町１－２１－７ 富士林プ
06-6585-0961
ラザ１０番館５０１

大阪市東淀川区淡路５－１－１１ 淡路ビル１
080-2403-0505
Ｆ

大阪市北区太融寺町５－１５ 梅田イーストビ
06-6363-2404
ル５階

関西グランドテック株式会社 カングラ介護スクール難病患者等ホームヘルパー養
590-0026 堺市堺区向陵西町4-6-12
成研修
株式会社アイムス ジョブシティカレッジ 難病患者等ホームヘルパー養成研修
556-0011 大阪市浪速区難波中３丁目９番１号
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http://withyou-sim.com
http://allcare.co.jp/

https://porini.co.jp

http://www.miraicare.jp/index.html

