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005 セントラルスポーツ(株) 全国各地 03-5543-1888 有

006 インターリハ(株) 東京都港区、愛知県名古屋市、奈良県奈良市 03-5974-0231

008 (特非）介護予防研究会 東京都北区 03-3909-8031 有

009 お茶の水ケアサービス学院(株) 東京都千代田区 03-3863-4000

010 (有)プログレ総合研究所  藤仁館医療福祉カレッジ 東京都豊島区、埼玉県さいたま市 048-640-4400 有

012 (株)やさしい手 東京都品川区 03-5433-5532

014 (株)ルネサンス 兵庫県尼崎市、東京都  墨田区、国分寺 03-5600-5451 有

018 (医)啓信会  ケアｽｸｰﾙリエゾン  大久保校 京都府宇治市 0774-41-2451 有

020 (公社)日本鍼灸師会 全国各地 03-5944-5089 有

021 (株)東急スポーツオアシス 東京都、大阪府 03-6427-0316 有

023 カインドエイド(株) 神奈川県 03-3598-8830

024 (株)アピアスポーツクラブ 富山県富山市 076-471-6600 有

027 近鉄スマイルサプライ(株) 大阪府大阪市、奈良県奈良市 0742-53-3520

028 (有)田中カインドリーサービス 東京都小平市 042-322-6706

029 (学)和風会  多摩ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院専門学校 東京都青梅市 0428-21-2001 有

030 (学)広島ＹＭＣＡ学園  広島ＹＭＣＡ健康福祉専門学校 広島県広島市 082-228-2797

032 (一社)徳洲会 全国各地 0467-40-5721

033 日本フォームサービス(株) 東京都江東区 03-5626-5500

035 (有)セラピット 兵庫県神戸市 078-976-5566

038 (株)エイム 石川県石川郡野々市 076-240-6500

039 (有)ケアサービス 青森県五所川原市 0173-33-1355

042 (特非)日本ケアシステム協会 香川県高松市 087-815-0771

043 (社)富山県柔道整復師会 富山県富山市 076-433-8621

046 (学)伊藤学園  優和福祉専門学校（優和ｽｸｰﾙ） 山梨県中巨摩郡昭和町 055-268-6002 有

047 (学)タイケン学園  日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ専門学校 東京都練馬区 03-3938-2372

048 (学)姫路文化学園  姫路福祉保育専門学校 兵庫県姫路市 079-281-0555 有

049 (株)すまいる・ランド 埼玉県川越市 049-227-0034

050 (学)平成医療学園  名古屋平成看護医療専門学校 愛知県名古屋市 052-735-1646 有

051 (学)さくら学園  慈恵福祉保育専門学校 愛知県岡崎市 0564-32-8811 有

053 シンコ－スポーツ(株) 埼玉県さいたま市、東京都台東区 048-782-5320 有

055 ファインフォレスト(株) 兵庫県神戸市 078-704-2005 有

056 (学)アリス国際学園 石川県金沢市 076-280-1001 有

057 (株)菜の花 三重県四日市市 059-326-7803 有

058 (株)ＱＯＬサービス 広島県福山市 084-971-7252 有

060 (有)ホームケア－島根 島根県出雲市 0853-31-7878

061 (学)高松学園  飯田女子短期大学 長野県飯田市 0265-22-4467 有

063 (株)ティップネス 東京都港区、大阪府大阪市 03-3769-8707 有

064 (株)ピーウォッシュ 東京都豊島区 03-3957-6543 有

065 (株)フォスタ 沖縄県浦添市 098-870-0442 有

066 (株)河合楽器製作所 静岡県浜松市 053-457-1375

067 (学)川崎学園  川崎医療短期大学 岡山県倉敷市 086-464-1032 有

068 (学)城南学園  大阪城南女子短期大学 大阪府大阪市 06-6702-9891 有

070 (株)健生 全国各地 022-216-2332 有

071 (学)佐野日本大学学園  佐野日本大学短期大学 栃木県佐野市 0283-21-1200 有

072 (学)光和学園  信州スポーツ医療福祉専門学校 長野県長野市 026-233-0555 有

073 (株)ライフケア 大阪府大阪市 06-6944-1506

074 (特非)ワーカーズコープ 埼玉県さいたま市 048-844-0085

075 (株)両備ヘルシーケア 岡山県  岡山市、倉敷市 086-235-0800 有

077 (株)ニチイケアパレス 東京都 03-3291-8951 有
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078 (医)順心会 兵庫県加古川市 079-430-0270

079 (学)菊武学園  名古屋経営短期大学 愛知県尾張旭市 0561-54-9611 有

080 (株)Place in the Sun 全国各地 080-3498-2949

081 MKMハートフル（株） 東京都北区、沖縄県糸満市 03-5249-3905 有

082 (福)奉優会 東京都 03-5390-2220 有

083 (公社)長野県介護福祉士会 長野県 026-223-6670

084 (株)ジェイレック 全国各地 03-3594-0597 有

085 ミズノスポーツサービス(株) 大阪府、東京都 06-6606-3751 有

086 (株）スポーツアカデミー 全国各地 0766-68-0558 有

087 (株)リブライズ 青森県 0178-80-1515

088 (株)オージースポーツ 大阪府 06-6262-6926 有

089 野村不動産ライフ＆スポーツ（株) 東京都 03-5334-8600

091 (一社)トータルビーチスポーツ 神奈川県 0466-33-2276

092 (学)国際総合学園  国際医療看護福祉大学校 福島県郡山市 024-956-0163 有

093 (株)グリーンパレット  メディフィットネス  アクアピアサロン 神奈川県 044-328-5035

094 (株)アシスタンス 神奈川県 0467-45-2221 有

097 (株)ビーナス 大阪府 072-242-8533 有

098 (一社)ケア・クリエイト 石川県 076-259-5581 有

099 リヴ・レーダ(株) 静岡県 0545-52-8357 有

100 (株)ウェルネスフロンティア 東京都 03-6659-6491 有

101 (福)北養会  いばらき中央福祉専門学校 茨城県 029-259-9292 有

102 (同)一歩 東京都 090-8311-6715 有

103 (株)フロンティア 愛知県 052-962-2222 有

104 (株)イー・ケア 静岡県 055-924-5218 有

105 (公財)横浜市スポーツ協会 神奈川県 045-640-0014 有

106 (株)ユニティプランニング 東京都 090-9859-7595 有

107 (学)鈴木学園  専門学校  中央医療健康大学校トータルケア鍼灸学科 静岡県 054-202-8700 有

108 (一社)リ・ライフ輝 京都府 075-606-2925 有

109 (大）新見公立大学 岡山県新見市 0867-72-0634 有


