（様式１３）

登録研修機関 登録簿
登録番号

登録年月日

代表者（法人名）

事業所の名称

住所

電話番号

実施研修課程

業務開始年月日

更新年月日

1510001

平成25年9月9日

社会福祉法人つばめ福祉会
理事長 岡田 健一

社会福祉法人つばめ福祉会

燕市大曲2486番地

0256-61-6363

1、2

平成25年9月9日

平成30年8月10日

1510002

平成25年9月24日

社会福祉法人常陽会
理事長 志田 常弘

社会福祉法人常陽会

新潟市江南区三百地2312番地3

025-278-5800

1、2

平成25年9月24日

平成30年9月7日

1510003

平成25年10月23日

社会福祉法人阿賀野福祉会
理事長 近藤 浩

社会福祉法人阿賀野福祉会

阿賀野市保田5685番地1

0250-68-1722

1、2

平成25年10月23日

平成30年3月30日

1510004

平成25年11月8日

社会福祉法人上越あたご福祉会
理事長 池田 弘

社会福祉法人上越あたご福祉会

上越市三和区井ノ口1718番地4

025-532-2713

1、2

平成25年11月8日

1510005

平成25年11月20日

学校法人悠久崇徳学園
理事長 田宮 崇

学校法人悠久崇徳学園 長岡看護福祉専門
学校

長岡市上富岡町字松山1961番地21

0258-46-7711

1、2

平成25年11月20日

平成30年11月14日

1510006

平成25年12月3日

新潟医療生活協同組合
理事長 鈴木 克夫

新潟医療生活協同組合

新潟市東区竹尾四丁目13番地３号

025-250-7251

1、2

平成25年12月3日

平成30年11月30日

1510007

平成25年12月11日

社会福祉法人愛宕福祉会
理事長 石崎 昴一

特別養護老人ホーム豊浦愛宕の園

新発田市荒町甲1611番地13

025-384-2941

1、2

平成25年12月11日

平成30年12月7日

1510008

平成25年12月11日

社会福祉法人愛宕福祉会
理事長 石崎 昴一

特別養護老人ホーム新潟東愛宕の園

新潟市東区若葉町2丁目17番40号

025-384-2941

1、2

平成25年12月11日

平成30年12月7日

1510009

平成25年12月26日

社会医療法人新潟勤労者医療協会
理事長 高橋 常彦

社会医療法人新潟勤労者医療協会

新潟市秋葉区東金沢1459番地1

0250-23-7115

1、2

平成25年12月26日

1510010

平成26年1月7日

社会福祉法人長岡三古老人福祉会
理事長 田中 政春

社会福祉法人長岡三古老人福祉会 研究・研
長岡市福住一丁目７番21号
修センター長岡

0258-31-2611

1、2

平成26年1月7日

平成31年1月4日

1510011

平成26年1月23日

社会福祉法人中東福祉会
理事長 伊藤 苗

特別養護老人ホーム菅名の里

五泉市馬下1814番地19

0250-47-1080

1、2

平成26年1月23日

平成31年1月15日

1510012

平成26年2月13日

社会福祉法人二王子会
理事長 笹川 康夫

社会福祉法人二王子会

新発田市大手町4丁目5番29号

0254-20-8150

1、2

平成26年2月13日

平成31年2月4日

1510013

平成26年2月27日

社会福祉法人仁成福祉協会
理事長 小林 脩

社会福祉法人仁成福祉協会

新潟市江南区曽川甲1333番地1

025-281-5775

1、2

平成26年2月27日

平成31年2月18日

1510014

平成26年3月27日

社会福祉法人上越老人福祉協会
理事長 川室 優

社会福祉法人上越老人福祉協会

上越市上真砂219番地

025-520-2121

1、2

平成26年3月27日

平成31年3月7日

1510015

平成26年10月20日

社会福祉法人十日町福祉会
理事長 村山 薫

社会福祉法人十日町福祉会

十日町市水口沢99番地

025-761-7340

1、2

平成26年9月5日

1510016

平成26年12月1日

株式会社メディプロ
代表取締役 市原 健昌

株式会社メディプロ

新潟市中央区医学町通2番町11

025-226-7111

1、2

平成26年12月1日

登録取消年月日

（平成30年11月8
日 廃止）

（平成30年12月26日
登録期間満了）

（平成28年3月31
日 廃止）

（様式１３）

登録研修機関 登録簿
登録番号

登録年月日

代表者（法人名）
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業務開始年月日

1510017

平成26年12月1日

株式会社日本教育クリエイト
代表取締役 鳥居 敏

株式会社日本教育クリエイト さいたま支社 新
新潟市中央区東大通2丁目5番8号
潟教室

025-242-0886

1、2

平成26年12月1日

1510018

平成27年5月26日

学校法人新潟総合学院
理事長 池田 祥護

学校法人新潟総合学院 伝統文化と環境福祉
佐渡市千種丙202番地1
の専門学校

0259-61-1122

1、2

平成27年5月26日

1510019

平成27年8月18日

社会福祉法人桜井の里福祉会
理事長 柏原 雅史

社会福祉法人桜井の里福祉会

西蒲原郡弥彦村大字麓3036番地

0256-94-3939

1、2

平成27年8月18日

1510020

平成27年10月1日

社会福祉法人中蒲原福祉会
理事長 山崎 昌弘

社会福祉法人中蒲原福祉会

新潟市江南区亀田向陽2丁目6番1号

025-382-8251

1、2

平成27年10月1日

1510021

平成28年3月18日

合資会社ケアサポート長岡
代表 元井 信明

ケアサポート長岡教育センター

長岡市城内町2丁目6番22号ホクエンビル304

0258-89-8821

1、2

平成28年3月18日

1510022

平成28年6月8日

ほけんし株式会社
代表取締役 井谷 衣里

ほけんし株式会社

東京都台東区元浅草3丁目19番9号MIビル1階 03-6222-8653

1、2

平成28年6月8日

1510023

平成29年1月19日

一般社団法人日本介護教育協会
代表理事 大塚 克己

一般社団法人日本介護教育協会

大分県大分市萩原２丁目２番６－８０５号

03-6382-8713

1、2

平成29年1月19日

1510024

平成29年5月9日

株式会社ニッソーネット
代表取締役 山下 吾一

株式会社ニッソーネット 福祉の教室ほっと倶
楽部

大阪府大阪市北区芝田1-4-14 芝田町ビル2階 06-6292-7854

1、2

平成29年5月9日

1510025

平成29年12月25日

株式会社プレゼンス・メディカル
代表取締役 今西 美砂紀

株式会社プレゼンス・メディカル

神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5 新横浜
045-594-8588
第二センタービル7階

1、2

平成29年12月25日

1510026

平成30年3月20日

株式会社オーボックス
代表取締役 片貝 浩樹

株式会社オーボックス

東京都立川市砂川町2丁目68-2

0120-952-775

1、2

平成30年3月20日

更新年月日

登録取消年月日

