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No 展示場名称 住所 TEL ／ FAX URL 開館時間・休館日
展示場
規模

（㎡）

展示
点数

（点）

相談
業務

介護教室
・

研修会
介護教室・研修会の

具体的内容

1 （福）札幌市社会福祉協議会
福祉用具展示ホール

〒060-0042
札幌市中央区大通西19-1-1　
札幌市社会福祉総合センター 
4階

TEL.011-614-3343
FAX.011-614-1109 www.sapporo-shakyo.or.jp

9:00〜17:00　
毎月第2土曜日
9:00〜12:00
休館日：土（第2を除く）・
日・祝祭日・年末年始

216 420 ○

2 福祉用具展示コーナー

〒063-0802
札幌市西区二十四軒2条6-1-1
札幌市身体障害者
福祉センター内
札幌市身体障害者更生相談所

TEL.011-641-8852
FAX.011-641-8686

www.city.sapporo.jp/kosei-
sodan

8:45〜21:00
日・祝日は9:00〜18:00
休館日：第2・4水曜日、
年末年始（12/29〜1/3）

66 180 ○

3
県民福祉プラザ
福祉機器展示コーナー・
モデルハウスコーナー

〒030-0822
青森市中央3-20-30
県民福祉プラザ 2階

TEL.017-777-9191
FAX.017-777-0013

www.actv.ne.jp/
~aofuku00/plazatop.html

9:00〜17:00
休館日：毎月第3月曜日、
12/29〜1/3

400 267 ○ 県介護実習・普及センター
による教室

4 （公財）いきいき岩手支援財団
岩手県高齢者総合支援センター

〒020-0015
盛岡市本町通3-19-1
岩手県福祉総合相談センター
3階

TEL.019-625-7490
FAX.019-625-7494 www.iwate-silverz.jp/

9:00〜17:00
休館日：土・日・祝日・年末
年始

268 600 ○ ○ 福祉用具研修会
（従事者対象）

5 ふれあいランド岩手
福祉機器展示コーナー

〒020-0831
盛岡市三本柳8地割1-3

TEL.019-637-7444
FAX.019-637-7544 www.fureailand.jp/

9:00〜21:00
休館日：毎週水曜日・年末
年始

10 30

6 仙台市シルバーセンター
福祉用具展示室

〒980-0013
仙台市青葉区花京院1-3-2

TEL.022-215-3711
FAX.022-215-3718 www.senkenhuku.com

9:00〜17:00
休館日：年末年始（12/29
〜1/3）・施設点検日

184 450 ○ ○ 知って役立つ福祉用具講座、
福祉用具体験講座

7 宮城県介護研修センター 〒989-4103
大崎市鹿島台平渡字上敷19-7

TEL.0229-56-9608
FAX.0229-56-9763 www.miyagi-sfk.net/kkc/

8:30〜17:15
休館日：土・日・祝日・年末
年始

140 531 ○ ○

介護に従事する福祉関係の
方及び一般の方を対象に認
知症ケア・医療知識・食事
介助・排泄ケア等の研修

8 （株）ノダ　
仙台ショールーム「快住ラボ」

〒980-0011
仙台市青葉区上杉1-6-11
仙台勾当台ビル 1階

TEL.022-263-6891
FAX.022-263-6893 www.noda-co.jp

10:00〜18:00
休館日：水曜日・年末年始・
夏季休暇・GW

350 6 ○ ○ 住宅改修研修会

9 秋田県高齢者総合相談・
生活支援センター

〒010-1412
秋田市御所野下堤5-1-1

TEL.018-829-2777
FAX.018-829-2770 www.akita-longlife.net/ 9:00〜17:00

休館日：月・年末年始 149 730 ○ ○

家庭介護講座、出前ミニ講
座、サービス提供責任者実
務研修、住宅改修研修、ポ
ジショニングセミナー、介護
施設看護実務者研修、介護
予防従事者研修、生活支援
技術、訪問介護員スキルアッ
プ研修、コミュニケーション
技術、地域包括ケアシンポ
ジウム、リフトリーダー養成
研修、高齢者疑似体験講座

10 福島県介護実習・普及センター
福祉機器展示室

〒964-0904
二本松市郭内1-196-1
福島県男女共生センター内

TEL.0243-23-8316
FAX.0243-23-7863 www.f-miraikan.or.jp

9:00〜17:00
閉館 12:00〜13:00
休館日：月（祝日の場合は
その翌日）・年末年始

（12/29〜1/3）

295 710 ○

11 茨城県介護実習・普及センター 〒310-0851
水戸市千波町1918

TEL.029-241-6939
FAX.029-241-6799 ibaraki-shinkoukai.jp

9:00〜17:00
休館日：土・日・祝日・年末
年始

207 250 ○ ○

一般県民向け福祉講座（福
祉用具体験講座、講座基礎
技術と実習）
介護専門職員研修

12

NPO法人 
とちぎノーマライゼーション
研究会
とちぎ福祉プラザ内モデルルーム

〒320-8508
宇都宮市若草1-10-6
とちぎ福祉プラザ 1階

TEL.028-627-2940
FAX.028-627-2940 www.normalization.jp

9:00〜17:00
休館日：日曜日・祝祭日・
年末年始・お盆休み8/13
〜8/16

116.29 50 ○ ○
福祉用具専門相談員指定講
習会年２回
福祉プランナー研修年１回

13 福祉用具・
住宅モデルルーム展示場

〒371-0843　
前橋市新前橋町13-12
群馬県社会福祉総合センター
地下1階

TEL.027-280-4108
FAX.027-280-4109 gswc.or.jp/

9:00〜17:30
休館日：毎月第1日曜日・
年末年始（12/29〜1/3）

375 500 ○

14 障害者交流センター
福祉機器展示ホール

〒330-8522
さいたま市浦和区大原3-10-1

TEL.048-834-2243
FAX.048-834-3333 www.kouryu.net

9:00〜21:30
休館日：月曜日・第3火曜
日・年末年始・その他

87 100 ○

15 （福）埼玉県社会福祉協議会
介護すまいる館

〒330-8529
さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65
彩の国すこやかプラザ 1階

TEL.048-822-1195
FAX.048-822-1426

www.fukushi-saitama.or.jp/
saitama07/index.shtml

9:00〜17:00
休館日：月（祝日の場合は
その翌日）、第1日曜日、年
末年始

440 1000 ○ ○
社団法人日本福祉用具供給
協会、埼玉ブロックと共催
で年４回実施

16 千葉市障害者福祉センター
福祉機器展示コーナー

〒260-0844
千葉市中央区千葉寺町1208-2
千葉市ハーモニープラザ 1階

TEL.043-209-8779
FAX.043-209-8782

www.shafuku-chiba.jp/
shogaifukushi.html

9:00〜17:00
休館日：月・祝日・年末年始 76 150 ○

17 シルバープラザ梅若
福祉機器展示室

〒131-0031
墨田区墨田1-4-4

TEL.03-5630-8008
FAX.03-5630-8633

park15.wakwak.com/
~umewaka/index.htm

9:00〜17:00
休館日：土・日・祝日・年末
年始

110 400 ○ ○

全国の
福祉機器常設展示場の
情報・データを
更新しました!

　福祉機器利用者が、地域でいつでも製品の試用や専門家からのアドバイスを受けることができ
たり、適切な福祉機器の選択や活用を支えてくれる福祉機器展示場については、H.C.R.で毎年回
収する来場者アンケートのなかでもその必要性への声が多数寄せられます。H.C.R.事務局では、
該当のデータベースの情報を更新しました。 
　最新の情報・データは本会ウェブサイトの「常設展示場」（http://www.hcr.or.jp/permanent/
index.html）に掲載し、今後も随時更新してまいります。
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No 展示場名称 住所 TEL ／ FAX URL 開館時間・休館日
展示場
規模

（㎡）

展示
点数

（点）

相談
業務

介護教室
・

研修会
介護教室・研修会の

具体的内容

18 板橋区
おとしより保健福祉センター

〒174-0063
板橋区前野町4-16-1

TEL.03-5970-1120
FAX.03-5392-2060 − 9:00 〜 17:00

休館日：日・祝日・年末年始 100 500 ○ ○
家族のための介護講座、
事業者研修（ケアマネ、訪問
介護、福祉用具、住宅改修）

19 （株）ノダ　
東京ショールーム「快住ラボ」

〒111-8533
台東区浅草橋5-13-6　
三朋ビル

TEL.03-5687-6200
FAX.03-5687-6283 www.noda-co.jp

10:00〜18:00
休館日：水曜日・年末年始・
夏季休暇・GW

692 6 ○ ○ 住宅改修研修会

20 ふれあい福祉相談室
〒183-0056
府中市寿町3-2　
ふれあい会館内

TEL.042-360-3232
FAX.042-334-3013 www.fsyakyo.or.jp

9:00〜17:00
休館日：土・日・祝日・年末
年始・臨時休館日

64 212 ○

21 （福）小金井市社会福祉協議会　
福祉機器展示場ふれ愛センター

〒184-0012
小金井市中町4-15-14
小金井市福祉会館内 1階

TEL.042-387-1234
FAX.042-387-7971 −

9:00〜16:00
休館日：土・日・祝日・年末
年始、第1・第3火曜日

47 379 ○

22 川崎市
高齢社会福祉総合センター

214-0035　
川崎市多摩区長沢2-11-1

TEL.044-976-9001
FAX.044-976-9000 www.kourei-c.jp/

8:30〜17:00
休館日：土・日・祝・年末年始

（12/29〜1/3）
141 72 ○ ○ 家庭介護教室、

福祉用具相談会等

23
横浜市総合リハビリテーション
センター

（分室）反町福祉機器支援センター

〒221-0825
横浜市神奈川区反町1-8-4

TEL.045-317-5471
FAX.045-317-5472 www.yokohama-rf.jp/

9:00〜17:00
休館日：月曜日・祝日・年末
年始

455 500 ○ ○ 区役所 ケアマネ向け
住宅改修・福祉機器研修会

24
横浜市総合リハビリテーション
センター

（分室）中山福祉機器支援センター

〒226-0011
横浜市緑区中山町413-4

TEL.045-935-5489
FAX.045-935-5497 www.yokohama-rf.jp/

9:00〜17:00
休館日：月曜日・祝日・年末
年始

397 500 ○ ○ 区役所 ケアマネ向け
住宅改修・福祉機器研修会

25
横浜市総合リハビリテーション
センター

（分室）泥亀福祉機器支援センター

〒236-0021
横浜市金沢区泥亀1-21-5

TEL.045-782-2988
FAX.045-782-2996 www.yokohama-rf.jp/

9:00〜17:00
休館日：月曜日・祝日・年末
年始

509 500 ○ ○ 区役所 ケアマネ向け
住宅改修・福祉機器研修会

26 横浜市浦舟地域ケアプラザ 〒232-0024
横浜市南区浦舟町3-46

TEL.045-261-3315
FAX.045-264-1238 −

9:00 〜 21:00
休館日：年末年始12/29
〜 1/3

3.92 車いす
のみ ○ 各種ケアプラザ事業

27 福祉機器展示室
〒252-0236
相模原市中央区富士見6-1-1
ウェルネスさがみはら 2階

TEL.042-769-8274
FAX.042-756-5760

www.
sagamiharashishakyo.
or.jp/kiki/index.html

9:00〜17:00
休館日：12/29〜1/3 168 356 ○

28 横須賀市社会福祉協議会　
福祉機器展示コーナー

〒238-0041
横須賀市本町2-1
市立総合福祉会館 2階

TEL.046-821-1301
FAX.046-827-0264

www.yokosuka-shakyo.
or.jp/shakyo

8:30〜21:00
相談は
月〜金10:00〜16:00
休館日：年末年始

212 310 ○ ○

29
座間市立総合福祉センター

（サニープレイス座間）
福祉用具展示場

〒252-0021
座間市緑ヶ丘1-2-1

TEL.046-266-1294
FAX.046-266-2009 www.zamashakyo.jp/ 8:30〜22:00

休館日：12/29〜1/3 65 41 ○ ○
座間市高齢者虐待防止早期
見守りネットワーク連絡会
ケアマネジャー支援研修

30 （福）茅ヶ崎市社会福祉協議会　
福祉機器展示コーナー

〒253-0044
茅ヶ崎市新栄町13-44
農協ビル内

TEL.0467-85-9650
FAX.0467-85-9651

www.shakyo-chigasaki.
or.jp/

8:30〜17:15
休館日：土・日・祝及び
12/29〜1/3

27.1 20 ○

31 山梨県立介護実習普及センター
〒400-0005
甲府市北新1-2-12
山梨県福祉プラザ 1階

TEL.055-254-8680
FAX.055-254-8690 www.y-fukushi.or.jp/

9:00〜17:00
休館日：祝祭日・年末年始

（12/29〜1/3）
160 746 ○ ○

一般県民を対象とした介護
講座や介護職員を対象とし
た研修等を開催している

32 山梨県立
富士ふれあいセンター展示室

〒401-0301
南都留郡富士河口湖町船津
6663-1

TEL.0555-72-5533
FAX.0555-72-5539

www.pref.yamanashi.jp/
fuj-hureai/

9:00〜17:00
休館日：土・日・祝日、年末
年始（12/29〜1/3）

45 100 ○ ○ 福祉用具研修会

33
福祉機器展示・体験コーナー　
福祉用具ショップ　

（株）はあとふるあたご

〒950-8575
新潟市中央区上所2-2-2
新潟ユニゾンプラザ 1階

TEL.025-281-5755
FAX.025-281-5666 www.heartfull.jp/ 9:00〜18:00

休館日：不定休・年末年始 327 1000 ○ ○ 高齢者疑似体験、
福祉用具説明

34 富山県介護実習・普及センター
〒930-0094
富山市安住町5-21
富山県総合福祉会館 2階

TEL.076-432-6305
FAX.076-432-6307

www.toyama-shakyo.or.jp/
hukyu/

9:00〜17:00
休館日：月曜日（祝日の場
合はその翌日）・年末年始

（12/29〜1/3）

379 771 ○ ○

福祉用具体験講座、らくらく
介護講座、介護技術向上研
修、リフトリーダー養成研修、
腰痛予防研修、福祉用具・
住宅改修研修、福祉用具プ
ランナー研修等

35
バリアフリー体験住宅
ほっとあんしんの家

（石川県リハビリテーションセンター）

〒920-0353
金沢市赤土町二13-1

TEL.076-266-2869
FAX.076-266-2864

www.pref.ishikawa.lg.jp/
kousei/rihabiri/hotto/hotto.
html

9:00〜17:00
休館日：祝日・年末年始 300 1500 ○ ○ 福祉用具、住宅改修研修会

36 金沢福祉用具情報プラザ
〒920-0853
金沢市本町1-10-1
ルキーナ金沢1・2階

TEL.076-234-9900
FAX.076-234-2300

www.spacelan.
ne.jp/~yogu-plaza

10:00〜19:00
休館日：火曜日・年末年始 1500 1250 ○ ○

福祉用具専門相談員指定講
習会、住宅改修基礎講習会、
移乗研修
ポジショニング研修

37 （福）福井県社会福祉協議会　
福井県介護実習・普及センター

〒910-8516
福井市光陽2-3-22

TEL.0776-24-0086
FAX.0776-24-0063 www.f-shakyo.or.jp/ 9:00〜17:00

休館日：土・日・祝祭日 283.6 685 ○ ○ 一般住民向け介護講座、
介護職員向け研修

38 嶺南地域福祉相談・
介護実習普及センター

〒917-0069
小浜市白鬚112
白鬚再開発ビル 3階

TEL.0770-52-7832
FAX.0770-52-7834 www.f-shakyo.or.jp 9:00〜17:00

休館日：土・日・祝日 158 664 ○ ○
一般住民対象介護講座、
介護職員対象研修、
福祉用具・住宅改修研修

39 岐阜県福祉総合相談センター
〒501-1173
岐阜市中2-470
岐阜県立寿楽苑 2階

TEL.058-239-8063
FAX.058-239-8072 www.gifu-fukushi.jp/

9:00〜17:00
休館日：年中無休（1/1〜
1/3は電話応対のみ）

180 450 ○ ○

一般県民向け講座（福祉用
具・わかりやすい介護講座）、
専門職研修（福祉用具住宅
改修）

40
静岡市地域リハビリテーション
推進センター
リハ・パークしずおか

〒420-0846
静岡市葵区城東町24-1
保健福祉複合棟 2階

TEL.054-249-3182
FAX.054-209-0103

www.city.shizuoka.jp/
deps/shogaishakosei/
rihapaku-top.html

8:30〜17:15
休館日：土・日・祝日・年末
年始（12/29〜1/3）

56 266 ○ ○

一般向け講座、福祉用具、
住宅改修、トランスファー、
介護技術、認知症等に関す
る研修

41 （株）ノダ
清水ショールーム「快住ラボ」

〒424-0911
静岡市清水区宮加三733-1

TEL.054-336-3131
FAX.054-336-3300 www.noda-co.jp

10:00〜18:00
休館日：水曜日・年末年始
・夏季休暇・GW

1039 6 ○ ○ 住宅改修研修会
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No 展示場名称 住所 TEL ／ FAX URL 開館時間・休館日
展示場
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（㎡）

展示
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介護教室
・

研修会
介護教室・研修会の

具体的内容

42 おもいやりの泉　静岡日赤店 〒420-0038
静岡市葵区追手町8-2

TEL.054-251-3338
FAX.054-251-4000 − 9:00〜18:00

休館日：日・祝日 38.5 1800 ○

43 ケアショップ　銀のすず 〒424-0043
静岡市清水区永楽町14-33

TEL.054-364-9899
FAX.054-364-9901 − 9:00〜17:30

休館日：日・祝日・年末年始 21 約300 ○

44
高浜市いきいき広場総合窓口　
介護・福祉機器ショールーム　
地域包括支援センター

〒444-1334
高浜市春日町5-165

TEL.0566-52-9873
FAX.052-308-3011 www.city.takahama.lg.jp

9:00〜19:00
土は17:15まで
休館日：年末年始（12/29
〜1/3）・日曜日・祝日

40 50 ○

45 なごや福祉用具プラザ

〒466-0015
名古屋市昭和区御器所通
3-12-1
御器所ステーションビル 3階

TEL.052-851-0051
FAX.052-851-0056

www.nagoya-rehab.or.jp/
plaza/

10:00〜18:00
休館日：月曜日・祝休日・
年末年始（12/29〜1/3）
※月曜日が祝休日の場合
は翌日火曜日も休み

1073 1000 ○ ○

46 （株）ノダ 
名古屋ショールーム「快住ラボ」

〒464-0850
名古屋市千種区今池5-24-32

TEL.052-735-4741
FAX.052-735-4744 www.noda-co.jp

10:00〜18:00
休館日：水曜日・年末年始
・夏季休暇・GW

285 6 ○ ○ 住宅改修研修会

47 みえテクノエイドセンター 〒514-0113
津市一身田大古曽670番地2

TEL.059-231-0155
FAX.059-231-0614 www.ztv.ne.jp/mie-tech/

8:30〜17:00
休館日：土・日・祝日・年末
年始

50 130 ○ ○ 福祉用具セミナー、
福祉用具・住宅改修研修会

48 滋賀県福祉用具センター
〒525-0072
草津市笠山7-8-138
滋賀県立長寿社会福祉センター内

TEL.077-567-3907
FAX.077-567-3967 www.shigashakyo.jp

9:00〜17:00
休館日：土・日・祝日・年末
年始

509 711 ○ ○ 福祉用具・住宅改修に
関する研修

49

社会福祉法人
京都市社会福祉協議会
社会福祉研修・介護実習普及
センター

〒600-8127
京都市下京区西木屋町通
上ノ口上る梅湊町83-1

「ひと・まち交流館 京都」 1階

TEL.075-354-8772
FAX.075-354-8808 −

9:00〜16:30
休館日：土・日・祝・毎月第
3火曜日・年末年始

160 530 ○ ○
市民対象介護講座（講義、
実技）、福祉専門職対象介護
研修（初級、中級、上級）

50 大阪府介護情報・研修センター 
福祉用具常設展示場

〒542-0012
大阪市中央区谷町7-4-15
大阪府社会福祉会館 1階

TEL.06-6763-1480
FAX.06-6763-1480 kansil.jp/seminar02

10:00〜17:00（月〜金）
休館日：土・日・祝
夏季・年末年始（不定期）

100 350 ○ ○

福祉・医療系の専門学校や
各種団体等からの依頼によ
り福祉用具の知識、使い方、
選定ポイントなどを学ぶ研
修を実施している

51 （株）ノダ 
大阪ショールーム「快住ラボ」

〒550-0001
大阪市西区土佐堀1-4-11

TEL.06-6459-5125
FAX.06-6459-5126 www.noda-co.jp

10:00〜18:00
休館日：水曜日・年末年始
・夏季休暇・GW

242 6 ○ ○ 住宅改修研修会

52 ATCエイジレスセンター
〒559-0034
大阪市住之江区南港北2-1-10
ATC・ITM棟　11階

TEL.06-6615-5123
FAX.06-6615-5240 www.ageless.gr.jp 10:00〜17:00

休館日：月・年末年始 5000 1500 ○ セミナーを年20回程度開催

53 福祉用具展示コーナー

〒573-1191
枚方市新町2-1-35
枚方市立総合福祉会館
ラポールひらかた内

TEL.072-841-1221
FAX.072-844-0315

www.city.hirakata.osaka.
jp/soshiki/koureishakai/
kourei-fukusi-yougu.html

10:00〜17:00
休館日：第2日曜日・年末
年始

37 200 ○ ○ 福祉用具の紹介や使用方法
について　年3回程度開催

54 岸和田市福祉機器・
介護用品展示場

〒596-0076
岸和田市野田町1-5-5
市立福祉総合センター内

TEL.072-436-3006
FAX.072-436-3006 kansil.jp/kishiwada

10:00〜15:00
休館日：水、日、祝日、年末
年始（12/28〜1/6）夏季

（不定期）、土

162 400 ○

55
福祉のまちづくり研究所
家庭介護・リハビリ研修センター
／福祉用具展示ホール

〒651-2181
神戸市西区曙町1070

TEL.078-927-2727
FAX.078-927-2752 www.hwc.or.jp/kensyuu/

9:00〜17:30
休館日：土曜日・日曜日・
祝祭日・年末年始（12/29
〜1/3）

734 1200 ○ ○

56 福祉機器展示コーナー

〒652-0802
神戸市兵庫区水木通2-1-1
神戸市立心身障害福祉センター 
1階

TEL.078-577-0321
FAX.078-577-1243 www.kobefukushiyougu.jp/

9:00〜17:00
第1・3・5土曜日は12:00
まで
休館日：日・祝日・第2、4
土曜日・年末年始（12/28
〜1/4）

70 500 ○

57
兵庫県但馬県民局
但馬長寿の郷すこやかセンター
福祉用具展示場

〒667-0044
養父市八鹿町国木594-10

TEL.079-662-8456
FAX.079-662-9959 choju.ez-site.jp/ 9:00〜17:30

休館日：年末年始 432 719 ○ ○ 起居、移乗、ポジショニング、
腰痛予防等

58

兵庫県立西播磨総合リハビリ
テーションセンター
福祉用具展示ホール

（コム・プラザ）

〒679-5165
たつの市新宮町光都1-7-1

TEL.0791-58-1050
FAX.0791-58-1095

www.hwc.or.jp/
nishiharima/

9:00〜17:30
休館日：祝日、12/29〜
1/3

360 700 ○ ○ 車いす体験学習、高齢者・
障害者疑似体験学習

59 奈良県立福祉住宅体験館
（奈良県介護実習・普及センター）

〒636-0345
磯城郡田原本町大字多722

TEL.0744-32-8848
FAX.0744-34-2800 www.kaigo.pref.nara.jp/

9:00〜17:00
休館日：月（祝日の場合は
その翌日）

170 598 ○ ○
介護講座、喀痰吸引等研修

（第一号研修・第二号研修）
基本研修

60 和歌山県介護普及センター 〒641-0014
和歌山市毛見1451

TEL.073-446-4811
FAX.073-446-4821

www.kotonoura.or.jp/
fukyu/fukyu01.html

8:30〜17:30
休館日：土日・祝日・
12/29〜1/3

89 546 ○ ○

61 いずも福祉用具プラザ 〒693-0014
出雲市武志町693番地4

TEL.0853-23-2720
FAX.0853-23-2721 heartpia.or.jp/plaza.html

8:30〜17:30
休館日：日・祝・8/13〜
8/15・12/29〜1/3

309 540 ○ ○
介護教室は一般の方を対象に
月1回、研修会は専門職向け
に年2 〜 3回

62 きらめきプラザ
福祉用具展示・体験コーナー

〒700-0807
岡山市北区南方2-13-1
きらめきプラザ内

TEL.086-221-3038
FAX.086-221-3038 www.kirameki-plz.com

9:00〜17:00
休館日：日・祝・8/13〜
8/15・12/29〜1/3

211 250 ○ ○
PT→下腿切断の包帯の巻き
方、学生、ヘルパー、実務
研修等々

63 くらしき健康福祉プラザ
福祉機器展示コーナー

〒710-0834
倉敷市笹沖180

TEL.086-434-9849
FAX.086-434-9853 kgwc.or.jp/soudan/

9:00〜17:15　火〜日
休館日：月・祝（但、日曜日
が祝日の場合は開館）・
12/29〜1/3

152 180 ○ ○

福祉用具特別展でのメーカー
講師によるミニ講座、児童館
への出前福祉機器体験教室
等

64 山口県介護実習普及センター
〒754-0893
山口市秋穂二島1062
山口県セミナーパーク内

TEL.083-987-0123
FAX.083-987-0124

www.
yamaguchikensyakyo.jp/
jinzai/1top.html

8:30〜17:15
休館日：土・日・祝祭日 3 70 ○ ○

介護入門講座、介護技術専
門講座、福祉用具・住宅改
修研修（基礎）、福祉用具・
住宅改修研修（専門）
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65 徳島県介護実習・普及センター
〒779-3105
徳島市国府町東高輪356-1　
健祥会プレゼンテーション内

TEL.088-642-5113
FAX.088-642-5003

www.kensyokai.or.jp/toku-
kaigo

9:00〜17:00
休館日：祝祭日・年末年始 144 272 ○ ○ 専門職向け講座・

一般向け講座

66 福祉用具展示場「なんでも館」 〒760-0017
高松市番町1-10-35

TEL.087-835-3152
FAX.087-863-0090

www.kagawa-swc.or.jp/
home/

9:00〜17:00
休館日：12/29〜1/3 228 1027

67
愛媛県介護実習・普及センター
福祉用具・住宅改造展示場 

（住宅改造モデルルーム）

〒790-8553
松山市持田町3-8-15
愛媛県総合社会福祉会館内

TEL.089-921-5140
FAX.089-921-3398 www.ehime-shakyo.or.jp/

9:00〜17:00
休館日：祝日・年末年始

（12/28〜1/5）
176 350 ○ ○

①体験ミニ講座・お出かけ
講座 ②福祉用具・住宅改修
普及講座（基礎・テーマ別）、
③福祉用具専門相談研修、
④福祉用具プランナー研
修、⑤住宅改修・福祉用具
活用セミナー（基礎）

68 高知県立ふくし交流プラザ 〒780-8065
高知市朝倉戊375-1

TEL.088-844-9271
FAX.088-844-9443 www.fukushi-plaza.jp/

9:00〜17:00
休館日：祝日・年末年始

（12/29〜1/3）・第2日曜
日

431 794 ○ ○ 介護技術研修、
県民いきいき講座

69
北九州市立
護実習・普及センター
福祉用具プラザ北九州

〒802-8560
北九州市小倉北区馬借1-7-1
北九州市総合保健福祉センター
1階

TEL.093-522-8721
FAX.093-522-8771 www.kati.gr.jp/

9:00〜17:30
休館日：土曜日・祝日・年末
年始

525 900 ○ ○
介護教室・介護予防・福祉
用具活用講座・排泄ケア・
認知症ケア・体験講座等

70 ウェルパークヒルズ
介護用品展示コーナー

〒809-0018
中間市通谷1-36-3

TEL.093-244-1785
FAX.093-244-4705 www.leben21.com/ 8:30〜17:30

休館日：土・日・祝祭日 15 50 ○

71 福岡市介護実習普及センター
〒810-0062
福岡市中央区荒戸3-3-39
福岡市市民福祉プラザ 3階

TEL.092-731-8100
FAX.092-731-5361

www.fukuwel.or.jp/
practice/index

10:00〜18:00
休館日：12/28〜1/3・プ
ラザ休館日（第3火曜日
※ただし第3火曜日が祝
日の場合は翌日が休館）

951 1550 ○ ○ 一般市民向け、専門職向け
福祉用具研修

72 福岡県介護実習・普及センター
福祉用具展示室

〒816-0804
春日市原町3-1-7
クローバープラザ 2階

TEL.092-584-4316
FAX.092-584-3354 www.fsw.or.jp/

9:00〜17:00
休館日：月（月曜日が祝日
の場合は翌日の火曜日）。
毎月第4月曜日は開館。
年末年始

210 約750 ○ ○

県民向け介護講座、専門職向
け福祉用具・住宅改修研修、
介護職員のための福祉用具
研修、認知症疑似体験、高
齢者虐待防止、権利擁護研
修、キャラバン、メイト養成
研修、認知症について考える
つどい、高齢者疑似体験等

73 （株）ノダ 
福岡ショールーム「快住ラボ」

〒812-0006
福岡市博多区上牟田1-11-1

TEL.092-474-9250
FAX.092-474-9251 www.noda-co.jp

10:00〜18:00
休館日：水曜日・年末年
始・夏季休暇・GW

296 6 ○ ○ 住宅改修研修会

74 佐賀県
在宅生活サポートセンター

〒840-0804
佐賀市神野東2-3-33

TEL.0952-31-8655
FAX.0952-30-2591 saga-zaitaku-seikatu.jp

9:00〜17:00
休館日：月・祝日・年末年
始

130 600 ○ ○

福祉用具専門相談員指定講
習会、介護技術、福祉器具、
住宅改修、自助具製作の講
習会等

75 熊本県介護実習・普及センター
福祉介護機器展示スペース

〒860-0842
熊本市中央区南千反畑町3-7
県総合福祉センター 1階

TEL.096-354-3091
FAX.096-325-8083 www.sawayaka.or.jp

9:00〜16:00
休館日：土・日・祝日・年末
年始

123 549 ○ ○

腰痛予防、口腔ケア、床ずれ
予防などの介護講座を年間を
通して実施。地域開催セミナー
も開催

76
大分県
社会福祉介護研修センター
福祉用具展示場

〒870-0161
大分市明野東3-4-1

TEL.097-552-6888
FAX.097-552-6868 www.okk.or.jp/

8:30〜17:00
休館日：月曜日・祝日（土・
日と重なる場合は開館）
年末年始（12/29〜1/3）

800 1600 ○ ○

介護職員基礎研修、介護技
術セミナー、プランナー研修、
福祉用具専門相談員・リフト
リーダー養成研修

77 宮崎県高齢者総合支援センター
福祉用具展示場

〒880-8515
宮崎市原町2-22

TEL.0985-25-1153
FAX.0985-22-6670

www.mkensha.or.jp/
soudan/index.html

9:00〜12:00　
13:00〜17:00
休館日：祝日（土・日と重
なる場合は開館）

226 735 ○ ○

専門職を対象とした研修
（ホームヘルパー研修、認知
症ケアマネジメントセミナー、
福祉用具研修）

78 宮崎市総合福祉保健センター 〒880-0930
宮崎市花山手東3-25-2

TEL.0985-52-5131
FAX.0985-52-5724 www.my-shakyo.jp/

8:30〜17:15
休館日：年末年始（12/29
〜1/3）

18 160 ○

79 福祉機器展示相談センター
〒890-8517
鹿児島市鴨池新町1-7
県社会福祉センター別館

TEL.099-253-1294
FAX.099-253-1252 www.kaken-shakyo.jp

9:00〜17:00
入館は16:30まで
休館日：第1・第3・第5土
曜日及び翌日の日曜日、
祝日、年末年始

406 954 ○ ○ 介護保険について、福祉用具
の選び方・使用方法等

80 鹿児島県介護実習・
普及センター福祉用具展示室

〒892-0816
鹿児島市山下町14-50
かごしま県民交流センター内

TEL.099-221-6615
FAX.099-239-0384

www.kagoshima-
pac.jp/inetapp/imain/inet/
welcome?gengokbn=
J&CLIENT_ENCODING=
Shift_JIS

9:00〜17:00
休館日：月曜日（祝日の
場合は翌日）・年末年始

（12/29〜1/3）

242 477 ○ ○

やさしい介護教室、認知症講
座、介護食講座、介護スキル
アップ研修（認知症ケア、口
腔ケア、排泄ケア、褥瘡ケア）、
福祉用具専門相談員養成研
修、訪問介護サービス提供責
任者研修、福祉用具・住宅
改修研修、地域介護講座等

81 沖縄県介護実習・普及センター
福祉機器展示コーナー

〒903-0804
那覇市首里石嶺町4-373-1　
沖縄県総合福祉センター東棟
1階

TEL.098-882-1484
FAX.098-882-1486

www.okishakyo.or.jp/
kaigozisyu/

9:00〜17:00
休館日：土・日・祝祭日・
年末年始、慰霊の日

（6/23）

344 250 ○ ○
在宅介護実習教室、はじめ
ようシリーズ、スキルアップ
講座、リクエストセミナー


