
インドネシア介護福祉士候補者
合格者氏名 受入施設名 施設所在地

ﾑﾙﾔﾃﾞｲ ﾇｸﾞﾗﾊ 特別養護老人ホーム　みちのく荘 青森県

ｽﾘｽﾜﾝﾄ 特別養護老人ホーム　みちのく荘 青森県

ﾃﾞｳﾞｲ･ｱｸﾞｽﾃｲﾅ･ﾗｸﾌﾏﾄ 三沢老人ホーム 青森県

ｱｸﾞﾝ ﾏﾙﾃﾞｲｱﾅ ﾜﾋﾕﾆ 特別養護老人ホーム　ながまち荘 山形県

ﾏｽﾅﾜﾃｲ 障害者支援施設　ありすの杜 茨城県

ｴｶ ｴﾘｸｿﾝ 特別養護老人ホーム　やさと 茨城県

ｱﾇｸﾞﾗ-ﾌﾟﾗﾀﾏ ﾛﾐ- 錦荘指定介護老人福祉施設 茨城県

ｳｲｳｲﾂｸ ｺﾘﾌｱ- 介護老人保健施設　リハビリホーム喜望峰 群馬県

ﾘﾅ ｻﾌｲﾄﾘ 希望の家療育病院 群馬県

ﾌｱﾄﾏﾆﾀ ﾛﾌﾏﾀﾞﾆ 希望の家療育病院 群馬県

ｽﾙﾔﾆ 特別養護老人ホーム　のぞみの苑 群馬県

ﾜ-ﾕﾆﾝｼ- ｽﾌﾟﾘﾔﾆ 特別養護老人ホーム　つつじ苑 千葉県

ｽﾞﾊﾞｲﾀﾞ- 特別養護老人ホーム　つつじ苑 千葉県

ﾌﾟｽﾋﾟﾀ ﾀﾞﾙﾏﾔｻﾘ 特別養護老人ホーム　やすらぎ園 千葉県

ｻｽﾄﾗ ｴﾘｻﾞ 特別養護老人ホーム　八幡苑 千葉県

ｼﾔﾘﾌ ﾋﾀﾞﾔﾂﾄ ﾍﾟﾗ 介護老人保健施設　お花茶屋ロイヤルケアセンター 東京都

ﾌﾘｱﾃﾞｲ ｱﾝﾄﾞﾘ ﾘｽｶ 介護老人保健施設　お花茶屋ロイヤルケアセンター 東京都

ﾏﾘｽﾀﾑ ｼﾞﾖｺ 東京都板橋ナーシングホーム 東京都

ｲｽﾃｲ ﾌﾟﾙﾜﾝﾃｲﾆ 特別養護老人ホーム　ケアポート板橋 東京都

ｴﾙﾆ ｾﾃｲｵﾜﾃｲ 特別養護老人ホーム　第三南陽園 東京都

ｳｲﾃﾞｲﾔ ｴｷ ﾗﾑﾀﾞﾆﾜﾃｲ 特別養護老人ホーム　藤香苑 東京都

ﾏﾘｱﾄｳﾙ ｷﾌﾞﾃｲ 特別養護老人ホーム　藤香苑 東京都

ﾌﾗﾝｼｽｶ ｻﾍﾞﾘｱ ﾆﾙﾏﾗﾜﾃｲ 特別養護老人ホーム　みどりの郷福楽園 東京都

ｺﾄﾞﾘﾔ 特別養護老人ホーム　みどりの郷福楽園 東京都

ﾘｱ ﾜﾛｶ 新横浜パークサイドホーム 神奈川県

ｲﾝﾄﾞﾗﾔﾝﾃｲ 新横浜パークサイドホーム 神奈川県

ﾏｴﾑﾅ- 新横浜パークサイドホーム 神奈川県

ﾛｽﾏｲﾀﾞ ｱｸﾞｽﾃｲﾅ ﾊﾟﾝｶﾞﾘﾌﾞｱﾝ 特別養護老人ホーム　アザリアホーム 神奈川県

ｾﾞﾘｱﾅ ｼｽｶ 特別養護老人ホーム　さつき 神奈川県

ﾆﾀ ﾌｴﾘﾔﾝﾃｲ ﾒﾘﾝﾀﾞ 特別養護老人ホーム　さつき 神奈川県

ｼｽｶﾜﾃｲ ﾇｱﾘﾀ ﾜ-ﾕﾆﾝﾙﾑ 特別養護老人ホーム　優・悠・邑 岐阜県

ﾕﾕﾙ ﾕﾙﾏﾜﾃｲ 椿野苑 岐阜県

ｳﾙﾌｱ ﾊﾔﾃｲ 特別養護老人ホーム　小鹿苑 静岡県

ﾛｻﾘﾝ ﾃﾞｲｱﾝﾃｲ ｴﾌｲ 介護老人保健施設　さくら大樹 愛知県

ｴﾘｻﾍﾞｽ ｸﾘｽﾃｲﾅ 特別養護老人ホーム　福寿荘 滋賀県

ｲﾀﾞ ｼﾞﾕﾊﾞｴﾀﾞ- 特別養護老人ホーム　福寿荘 滋賀県

ｴﾙﾗﾝﾄﾞ ｸﾘｽﾃｲｱﾝﾄ 介護老人保健施設　はまさき 大阪府

ｱﾘｱﾆ ｽﾃｲｱｼ- 介護老人保健施設　はまさき 大阪府

ｴｶ 介護老人保健施設　はまさき 大阪府

ﾕｼｱﾅ- ﾑﾙﾃｲ ｶﾏﾔﾝﾃｲ 特別養護老人ホーム　樫田の里 大阪府

ｴﾗﾜﾃｲ ｺﾏﾗ ｻﾘ 特別養護老人ホーム　樫田の里 大阪府

ﾜﾝﾃｲ 特別養護老人ホーム　樫田の里 大阪府

ｱﾕﾃﾞｲﾔ ﾌｴｶﾞ ﾃﾞｳｲﾝﾀ 特別養護老人ホーム　津田荘 大阪府

ﾒﾗﾝ ﾒﾗﾆ ﾙﾄﾌｲ 特別養護老人ホーム　淀川暖気の苑 大阪府

ﾃﾞｳｲ ｽﾘ ﾗﾊﾕ 特別養護老人ホーム　淀川暖気の苑 大阪府

ﾗﾃｲ- ﾕﾘｱﾝﾃｲﾆ 富田林特別養護老人ホーム富美ヶ丘荘 大阪府



合格者氏名 受入施設名 施設所在地

ﾄｳﾘ ﾕﾘｱﾝﾃｲ 特別養護老人ホーム　あそか苑 兵庫県

ﾙｷﾅ-ﾙ ｼﾅｶﾞ 特別養護老人ホーム　宝塚ちどり 兵庫県

ｼﾞﾕﾘ ﾔﾃｲ 特別養護老人ホーム　宝塚ちどり 兵庫県

ﾃﾞｲｻ ｱﾘ ｽｻﾝﾃｲ 特別養護老人ホーム　清寿苑 奈良県

ﾅﾝｼ- ﾉﾙﾀﾝﾃｲ 特別養護老人ホーム　清寿苑 奈良県

ﾃﾞｲﾅ ﾃﾞｲｱﾅ ﾌﾟｽﾋﾟﾀ 特別養護老人ホーム　田鶴苑 和歌山県

ﾆｹﾝ ﾔｽﾃｲ ﾌﾟﾗﾃｲｳｲ 特別養護老人ホーム　日高博愛園 和歌山県

ﾛｼﾀﾞ ﾕﾘｱﾝﾃｲ 特別養護老人ホーム　鶯園 岡山県

ﾍﾘ ｽｷﾞﾏﾙ ﾌｲﾘｱﾝﾃｲﾆﾝｼ 特別養護老人ホーム　宗玉園 岡山県

ﾍｽﾃｲ ｸｽﾜﾝﾀﾘ 特別養護老人ホーム　正寿園 広島県

ﾏﾃﾞ ｱﾘｱﾆ 特別養護老人ホーム　正寿園 広島県

ｲﾝﾀﾞ ﾁﾔﾊﾔﾆ 介護老人保健施設　山口幸楽苑 山口県

ﾃﾞｲｱﾅ ｽﾘ ｳﾀﾐ 障害者支援施設　健祥苑 徳島県

ﾀﾞﾆ- ﾛﾋﾏﾄ 老人保健施設　健祥会ウェル 徳島県

ｱｽﾞｶ ﾌｱﾄﾞ ｱﾂｼﾔﾘ 老人保健施設　健祥会ウェル 徳島県

ｽﾘ ｱﾝﾊﾞﾙ ﾃﾞｲｱ- 老人保健施設　健祥会ウェル 徳島県

ﾐﾐﾝ ｳﾐﾅ- 老人保健施設　健祥会シェーンブルン 徳島県

ﾃﾞｲﾆ ﾌｲﾄﾘｱﾆｻ 老人保健施設　ジャンボ緑風会 徳島県

ﾄﾄ ﾘﾄﾞｳﾜﾄﾞｳﾅ 老人保健施設　ジャンボ緑風会 徳島県

ﾘｽﾏﾜﾃｲ 老人保健施設　ジャンボ緑風会 徳島県

ｼﾞﾕｼﾞﾕ ｼﾞﾕｱﾝﾁ- 老人保健施設　ジャンボ緑風会 徳島県

ｽﾘ ﾌｱﾄﾏﾜﾃｲ ﾇﾙﾍﾞﾃｲ 特別養護老人ホーム　健祥会家康 徳島県

ｱﾃｲｸ ﾛﾏﾃｲｶ 特別養護老人ホーム　健祥会家康 徳島県

ｲｽﾏ ﾏﾙﾃｲﾆ 特別養護老人ホーム　健祥会たんぽぽ 徳島県

ﾘｽﾏﾜﾃｲ 特別養護老人ホーム　健祥会たんぽぽ 徳島県

ﾕｽﾌ ﾌｲﾙﾀﾞｳｽ 特別養護老人ホーム　水明荘 徳島県

ﾊﾘ ｴｺ ﾌﾟﾗｾﾃｲｵ 特別養護老人ホーム　ヒワサ荘 徳島県

ｴｳｲｽ ﾛｽﾐｱﾃｲ 特別養護老人ホーム　蓬莱荘 徳島県

ｲｲｽ ｻﾃﾞｲﾔ- 特別養護老人ホーム　蓬莱荘 徳島県

ｾﾃｲｱﾜﾝ ﾀﾞﾆｴ-ﾙ ｲｴｽ ﾙｼﾔﾅ 特別養護老人ホーム　やまもも荘 徳島県

ｼｷﾞﾄ ｾﾃｲｱﾜﾝ 特別養護老人ホーム　緑風荘 徳島県

ﾛｲ ﾘｻﾞﾙ 特別養護老人ホーム　緑風荘 徳島県

ｱﾆﾀ ﾌﾟｽﾋﾟﾀｻﾘ 特別養護老人ホーム　きやま 香川県

ｽﾘ ﾕﾀﾞﾆﾝｼ 特別養護老人人ホーム　愛寿荘 愛媛県

ﾏﾙﾀ ﾊﾙｻﾝﾃｲ 特別養護老人ホーム　若水館 愛媛県

ﾌﾟﾄﾘ ﾘｽﾞｷﾔﾅ 特別養護老人ホーム　恵昭園 福岡県

ﾃﾞﾃﾞｲﾏﾑ ｺｻｼ- 特別養護老人ホーム　もみじ苑 福岡県

ｶﾙｼﾞﾖ 特別養護老人ホーム　もみじ苑 福岡県

国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局

別府重度障害者センター

ﾍﾆ ﾑﾙﾔﾜﾃｲ- 加世田アルテンハイム 鹿児島県

ｲﾏｽ ﾇﾙﾊﾔﾃｲ 大分県


