介護福祉士実務者養成施設指定一覧（104課程）

課程

通信課程
81課程

研修名

令和４年４月１日現在

研修事業者

所在地

電話番号

C＆Cアカデミー

ピースクルーズ株式会社

大阪市西区西本町1-5-3
扶桑ビル4階

06-6533-3965

ジョブスクール学援舎池田校
実務者養成研修講座

株式会社ギア

池田市栄本町1-8
ＮＴＴ池田ビル4階

072-751-6160

日本メディカル福祉専門学校
介護福祉士実務者研修通信課程

学校法人瓶井学園

大阪市東淀川区大隅1-1-25

06-6329-6553

陽だまり介護職員実務者研修

有限会社酔族館

東大阪市長堂1-3-14
布施トクヤスビル5階

06-6781-5003

福祉の教室ほっと倶楽部実務者研修（通信
課程）

株式会社ニッソーネット

大阪市北区芝田1-4-14
芝田町ビル2階

06-6375-2111

ベストウェイ・ケア・アカデミー実務者研修

株式会社ベストウェイ

豊中市庄内東町1-7-10
庄内ドイビル3階

06-6335-3288

キャリアカレッジ

株式会社プレースメント

大阪市北区梅田1丁目
3番1-1000号

06-6455-7772

介護福祉士実務者研修 通信課程

特定非営利活動法人福祉活動と
福祉教育の推進協会 あすなろ

大阪市福島区福島5-14-6
福島阪神クレセントビル3階

06-6451-4400
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課程

(通信課程)

研修名

研修事業者

所在地

電話番号

大阪ヴォケーショナルカレッジ
介護福祉士実務者養成通信課程

有限会社パッション

枚方市牧野阪1-16-7
太田ビル3階

072-868-1800

大阪コミュニティワーカー専門学校
実務者研修課程

社会福祉法人
キリスト教ミード社会舘

大阪市淀川区十三元今里
1-1-52

06-6309-3232

大阪社会福祉専門学校
介護職員実務者養成研修科

学校法人誠優学園

貝塚市海塚375

072-433-0415

ジョブシティカレッジおもちゃ館
実務者研修

特定非営利活動法人
シーシータイミング

富田林市向陽台２丁目13番9号

072-365-6688

アスラン介護スクール長堀橋校
実務者研修科

株式会社アスラン

大阪市中央区島之内1-8-17

06-4963-8553

ソインスクール

株式会社Parfait

大阪市中央区上本町西1-2-14

06-6764-0738

日本総合福祉アカデミー
介護福祉士実務者養成コース

株式会社ガネット

大阪市北区太融寺町5-13
東梅田パークビル２階

06-4792-7740

スキルジャパン岸和田校
実務者研修通信課程

日本システムサービス株式会社

岸和田市大町475-19
久米田SC

072-443-5550
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課程

(通信課程)

研修名

研修事業者

所在地

電話番号

息吹ケアカレッジ
介護福祉士実務者養成研修

有限会社
ヒューマンケアマネジメント

寝屋川市田井西町28-3

072-829-5811

NS介護スクール堺校
実務者研修

有限会社N＆Sエージェンシー

堺市堺区向陵西町4-6-12

072-220-2156

寿幸苑ケアカレッジ介護福祉士
実務者研修

社会福祉法人浪速松楓会

大阪市生野区林寺4-13-14

06-6714-2221

社会福祉法人慶生会
介護福祉士実務者研修（通信課程）

社会福祉法人慶生会

四條畷市楠公2-10-16

072-803-0333

アールケアスクール
介護福祉士実務者研修養成講座

アール・オー・エス西日本
株式会社

吹田市垂水町3-10-8

06-6385-6881

グリーンスタッフ実務者研修通信制

株式会社グリーンスタッフ

大阪市中央区南久宝寺町4－4－
13
大東ビル6階

06-4708-4170

株式会社ラヴェリオリンクスタッフ
関西福祉学院 介護福祉士実務者研修

株式会社ラヴェリオリンクスタッフ

大阪市淀川区西中島4-13-22
大拓ビル17 7階

06-6306-6162

ロングライフ医療福祉専門学院

エルケア株式会社

大阪市北区堂山町1-5
三共梅田ビル6階

06-6363-0771

NPO法人れんげメディカルグループ
介護福祉士実務者養成研修通信課程

NPO法人
れんげメディカルグループ

大阪市西区立売堀1-1-3

06-4391-3711
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課程

(通信課程)

研修名

研修事業者

所在地

電話番号

イメージ・ラボ研修センター
介護福祉士実務者研修科通信課程

株式会社イメージ・ラボ

大阪市北区堂山町1-5
三共梅田ビル5階

06-6311-3681

株式会社エス・エム・エス
カイゴジョブアカデミー 実務者研修（通信）

株式会社エス・エム・エス

大阪市北区曽根崎新地２丁目１番
２３号 ＪＲＰ堂島ビル８階

06-6772-7711

大阪綜合福祉株式会社

岸和田市藤井町2-24-15

072-430-6607

株式会社アイムス

大阪市浪速区難波中３丁目9－1
難波ビルディング４階

06-6632-1181

大阪綜合福祉株式会社
大阪国際介護福祉士養成スクールＡＢＣ
介護職員実務者研修科 通信課程
株式会社アイムスジョブシティカレッジ
介護福祉士実務者研修養成講座
通信課程
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
実務者研修
ヒューマンライフケア株式会社
ヒューマンライフケアカレッジ大阪
心斎橋校 実務者研修

社会福祉法人四天王寺福祉事業
羽曳野市学園前6-1-1
団

072-956-2985

ヒューマンライフケア株式会社

大阪市中央区南船場3-8-7
三栄ムアビル7階

06-6258-6904

北大阪福祉専門学校
介護福祉士実務者研修科（通信制）

学校法人トモエ学園

大阪市都島区東野田町4-2-7

06-6351-2097

株式会社SIMずっとケアスクールWithYOU
介護福祉士実務者研修通信課程

株式会社SIM

大阪市都島区東野田町1-21-7
富士林プラザ10番館5階

06-6585-0961

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
(介護福祉士実務者研修課程)

社会福祉法人大阪府社会福祉事
箕面市白島3-5-50
業団
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072-724-8167

課程

(通信課程)

研修名

研修事業者

所在地

電話番号

HAPPY&SMILE株式会社 HAPPY&SMILE
COLLEGE 介護実務者研修通信課程

HAPPY&SMILE株式会社

岸和田市野田町3-6-30

072-433-9220

学校法人大原学園
介護福祉士実務者研修通信課程

学校法人大原学園

大阪市北区太融寺町2-14

06-6130-7410

株式会社ビーナス
介護福祉士実務者研修(通信課程)

株式会社ビーナス

堺市堺区田出井町1-1
ベルマージュ堺2階

072-242-8533

株式会社かんのん ケアソウルかんのん
介護福祉士実務者研修講座

株式会社かんのん

豊中市新千里南町2丁目7-8-202

06-6831-5799

みとうメディカル株式会社 みとう介護福祉士
みとうメディカル株式会社
実務者研修スクール 通信課程

大阪市住吉区長居西２丁目11-14
みとう研修センター内3F・4F

06-6607-0404

社会福祉法人嘉誠会
実務者研修スクールヴァンサンク

大阪市東住吉区湯里2丁目5-8

06-6704-2971

大阪市中央区平野町二丁目5番14
号
FUKU BLD.７階

06-6484-5806

株式会社ケア･ライフハーモニー堺 堺市北区百舌鳥梅町一丁4番地12

072-268-5200

社会福祉法人嘉誠会

株式会社ヒューマンライフ介護のキャンパス
株式会社ヒューマンライフ
実務者研修通信課程
株式会社ケア･ライフハーモニー堺 介護福
祉士
実務者研修通信課程

株式会社スタッフ満足イキイキ介護スクール
株式会社スタッフ満足
介護福祉士養成実務者研修通信課程

大阪市住吉区長居1-14-29-200

06-6690-5313

学校法人未来学園大阪総合福祉専門学校
実務者研修

大阪市北区本庄東一丁目8番19号

06-4802-2400

大阪市東成区大今里南1-5-12

06-6224-7580

学校法人未来学園

株式会社アクティブ アクティブリハビリ介護
株式会社アクティブ
福祉士実務者研修（通信課程）
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課程

(通信課程)

研修名

研修事業者

所在地

電話番号

社会福祉法人風の馬 ペガサス実務者研修
社会福祉法人風の馬
養成講座（通信課程）

堺市西区鳳北町10丁31-1

072-245-9640

オールケアライフ学院

株式会社オールケアライフ

守口市本町１丁目６番１３号
守口駅前ビル

06-4397-7890

株式会社万里 茨木ケアスクール実務者研
修（通信）

株式会社万里

茨木市鮎川三丁目１番５号

072-657-0237

医療法人和幸会 介護福祉士実務者養成施
医療法人和幸会
設（通信課程）

四條畷市上田原６１３番地

0743-78-9499

社会福祉法人寿楽福祉会 介護福祉士実務
社会福祉法人寿楽福祉会
者研修〔通信課程〕

吹田市岸部北４丁目９－３

06-6337-8400

株式会社アイ・エム・シー みのおハンズオン
介護研修センター 介護福祉士実務者研修 株式会社アイ・エム・シー
通信課程

箕面市白島一丁目２番１２号

072-725-2824

医療法人マックシール マックシールスクー
ル 介護福祉士実務者養成研修（通信）

池田市天神一丁目５番２２号

072-762-1292

大阪市北区豊崎三丁目２番１号
淀川5番館3階

06-6376-1666

医療法人マックシール

㈱ミストラルサービス 介護福祉士実務者研
株式会社ミストラルサービス
修（通信課程）

6 ページ

課程

(通信課程)

研修名

研修事業者

所在地

電話番号

医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院 介護福
医療法人徳洲会
祉士実務者研修通信課程

大東市谷川二丁目１０番５０号

072-874-5423

ウエルアカデミー介護福祉士養成実務者研
修通信課程

茨木市白川一丁目３番１８号

06-6855-8686

社会福祉法人慶徳会 介護福祉士実務者研
社会福祉法人慶徳会
修（通信課程）

茨木市見付山一丁目３番２９号

072-625-9801

株式会社スプリングス 就職支援センターは
株式会社スプリングス
な 介護福祉士実務者研修【通信課程】

高槻市高槻町４－３高槻サタリービ
ル４Ｆ

072-685-3380

株式会社セルヴィス 関西医療福祉アカデ
ミー

東大阪市下小阪5-1-21 山三エイ
トビル２階

06-6770-3528

社会福祉法人青野ヶ原福祉会 介護福祉士
社会福祉法人青野ヶ原福祉会
実務者研修（通信課程）

大阪市都島区都島中通３丁目1420

06-6926-2351

社会福祉法人福祥福祉会 豊泉家介護福祉
社会福祉法人福祥福祉会
士実務者研修（通信課程）

豊中市北緑丘二丁目９番５号

06-6852-3908

株式会社キャリーアップ 大阪ケアギバー
介護福祉士実務者研修（通信）課程

大阪市中央区南本町二丁目1番１
号

06-6261-0120

枚方市出屋敷西町二丁目１番１号

072-849-1146

有限会社ボンテ

株式会社セルヴィス

株式会社キャリーアップ

社会福祉法人みすず福祉会 しらかば研修
センター 介護福祉士実務者研修（通信課
社会福祉法人みすず福祉会
程）
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課程

（通信課程）

研修名

研修事業者

所在地

電話番号

株式会社ＳＡＴ 介護福祉士実務者研修通信
株式会社ＳＡＴ
課程

岸和田市下松町二丁目１９番２２号

072-436-0310

株式会社アットホーム
介護福祉士実務者研修 通信課程

株式会社アットホーム

池田市満寿美町２番１２号

072-734-8740

株式会社エタンセル 実務者研修（通信課
程）
ＥＭＣ Ｔraining School

株式会社エタンセル

株式会社ケアマインド実務者研修(通信課程)
株式会社ケアマインド
こころ・そらグループ福祉学園

大阪市中央区南本町１丁目７番１５
号
明治安田生命堺筋本町ビル１３階
大阪市住吉区安孫子東3丁目1番1
号
泰清ビル４Ｆ

06-6267-0008
06-6609-3300

株式会社カラーサ介護福祉士実務者研修
（通信課程）

株式会社 カラーサ

阪南市舞４丁目２７番１０号

072-425-2004

NPO法人ボランティアネットコル介護福祉士
実務者研修（通信課程）

特定非営利活動法人 ボランティ
アネットコル

大阪府茨木市西駅前町13番25号

072-626-5482

株式会社アワハウス 介護福祉士実務者研
株式会社 アワハウス
修通信課程

大阪市西区阿波座１－６－１
MID西本町ビル8階

06-6532-6991

FAN-CTION

大阪市天王寺区大道５丁目7番4号

06-6776-7667

株式会社ＴＫ－Ｓ介護福祉士実務者研修（通
株式会社ＴＫ－Ｓ
信課程）

大阪市阿倍野区松崎町３－１０－６
ルネグラン松崎町１１０２

06-6556-6571

CREDO介護福祉学院 介護福祉士実務者
研修（通信課程）

一般社団法人 ＣＲＥＤＯ

大阪府枚方市樟葉並木1丁目27番
1号 サンルートビル2階

072-809-0051

ぐっどケアカレッジ 実務者研修講座

ぐっどケア有限会社

枚方市津田元町２丁目５４番５号

072-808-0910

株式会社FAN-CTION
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課程

（通信課程）

研修名

介護ワーカーカレッジ
介護福祉士実務者研修通信課程

研修事業者

所在地

電話番号

大阪市中央区難波2丁目1番2号
太陽生命難波ビル10F

06-6484-2275

株式会社ゴーイング グッドライフ介護スクー
株式会社ゴーイング
ル 実務者研修（通信課程）

大阪市平野区長吉長原西2丁目2
番12号

06-7777-0987

カイゴミライズアカデミー 介護福祉士実務者
株式会社こうのとり
研修（通信課程）

和泉市池田下町２３６－１

0725-99-8984

株式会社トライトキャリア

一般社団法人Ｍ&Ｗ国際人材教育機構 介 一般社団法人 Ｍ&Ｗ国際人材教 大阪市東淀川区柴島三丁目10番
護福祉士実務者研修通信課程
育機構
19号

072-864-1811

福祉従事者養成スクール ケア・ワーカーア
株式会社 L・M・T
カデミーL・M・T（通信課程）

大阪市北区天満4丁目４－１０神前
ビル２０１号

06‐6354-4302

パシフィックオーアカデミー 実務者研修（通
信）

LINK株式会社

大阪市中央区谷町九丁目１番１８
号 アクセス谷町ビル６A

06-6191-6766

介護・看護求人支援センター大阪南

株式会社JKS

大阪市東住吉区東田辺1-15-2

06-6796-9117

大阪市西成区玉出西2-12-18
メゾン・ド・パル101

0725-51-7555

永樂介護スクール 介護福祉士実務者研修
神栄合同会社
（通信課程）
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課程

夜間課程
1課程

研修名

ジョブスクール学援舎 池田校

研修事業者

株式会社ギア
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所在地

池田市栄本町1-8
ＮＴＴ池田ビル4階

電話番号

072-751-6160

課程

昼間課程
22課程

研修名

研修事業者

所在地

電話番号

C＆Cアカデミー

ピースクルーズ株式会社

大阪府大阪市西区西本町1-5-3
扶桑ビル4階

06-6533-3965

ジョブスクール学援舎 池田校

株式会社ギア

池田市栄本町1-8
ＮＴＴ池田ビル4階

072-751-6160

グリーンスタッフ実務者研修通学制

株式会社グリーンスタッフ

大阪市中央区南久宝寺町4－4－
13
大東ビル6階

06-4708-4170

株式会社プレースメント キャリアカレッジ大
株式会社プレースメント
阪駅前校

大阪市北区梅田1丁目
3番1-1000号

06-6455-7772

株式会社プレースメント キャリアカレッジ天
株式会社プレースメント
王寺駅前校

大阪市阿倍野区旭町1-2-7

06-4393-8468

イメージ・ラボ研修センター実務者研修科

株式会社イメージ・ラボ

大阪市北区堂山町1-5
三共梅田ビル5階

06-6311-3681

社会福祉法人 キリスト教ミード社会舘
実務者研修課程(昼間通学)

社会福祉法人
キリスト教ミード社会舘

大阪市淀川区十三元今里
1丁目1番52号

06-6309-7121

アスラン介護スクール長堀橋校実務者研修

株式会社アスラン

大阪市中央区島之内1-8-17

06-4963-8553

アスラン介護スクール
介護福祉士実務者研修科(北野田校)

株式会社アスラン

堺市東区丈六171-20
広栄パレス北野田ビル2F

072-237-2247

日本メディカル福祉専門学校
介護福祉士実務者研修通学課程

学校法人瓶井学園

大阪市東淀川区大桐2-6-5

06-6329-6553

ＮＰＯ法人あすなろ 実務者研修

特定非営利活動法人福祉活動と
福祉教育の推進協会 あすなろ

大阪市福島区福島5-14-6
福島阪神クレセントビル3階

06-6451-4400
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課程

(昼間課程)

研修名

研修事業者

所在地

電話番号

大阪ヴォケーショナルカレッジ
介護福祉士実務者養成昼間課程

有限会社パッション

枚方市牧野阪1-16-7
太田ビル3階

072-868-1800

スキルジャパン岸和田校
実務者研修昼間課程

日本システムサービス株式会社

岸和田市大町475-20
久米田SC

072-443-5550

大阪国際介護福祉士養成スクールＡＢＣ

大阪綜合福祉株式会社

岸和田市藤井町2-24-15

072-430-6607

NS介護スクール堺校
実務者研修

有限会社N＆Sエージェンシー

堺市堺区向陵西町4-6-12

072-220-2156

コム・スタッフ介護スクール
桜川校 実務者研修

株式会社コム・スタッフ

大阪市浪速区幸町2-8-7
六甲桜川ビル3階

06-6562-2070

株式会社アイムス

大阪市天王寺区南河堀町6-33
MOMOSEツインビル3階

06-6771-0015

株式会社アイムス

大阪市浪速区難波中３丁目9－1
難波ビルディング４階

06-6632-1181

株式会社スプリングス就職支援センターはな
株式会社スプリングス
高槻駅前校介護福祉士実務者研修

高槻市高槻町4-3高槻サタリービル
4階

072-685-3380

ケイ.イー.シー.実践教育企画株式会社
ケイ．イー．シー．実践教育企画
KEC介護福祉学院 介護福祉士実務者研修
株式会社
科

寝屋川市八坂町15-10樋口第一ビ
ル
4階、6階

072-811-0555

株式会社ケア・ライフハーモニー堺 ライフ
ハーモニー堺中百舌鳥校

株式会社ケア・ライフハーモニー堺

堺市北区百舌鳥梅町一丁目4番地
１２

072-268-5200

オールケアライフ介護研修室（昼間課程）

株式会社 オールケアライフ

守口市本町１丁目６番１３号
守口駅前ビル

06-4397-7890

株式会社アイムスジョブシティカレッジ
天王寺校
介護福祉士実務者研修養成講座
株式会社アイムスジョブシティカレッジ
なんば校
介護福祉士実務者研修養成講座
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課程

研修名

研修事業者

所在地

電話番号

※１ 通信課程のスクーリングの場所は、「所在地」以外で行われる場合があります。
※２ 昼間課程は、求職者支援訓練等を活用したコースである場合があり、その場合は受講申込みに際して条件があります。条件についてはハローワークへ
お問い合わせください。
いずれのコースも、具体的な開講時期、受講料、申込み方法、スクーリングの場所等に関しては研修事業者へお問い合わせください。
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