
登録教習機関一覧表
講習の日程、受講申込については、各登録教習機関へ直接お問合せ下さい。
リンク先のホームページ閲覧について、当局はその責を負いません。

登録教習機関

木材加工用機械作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600011

052-228-9925

職業訓練法人愛知県建設職業訓
練協議会 名古屋市中区大須三丁目１０番３５号

〒4600017

http://www.airinsai.server-shared.com/

052-331-9386

林業・木材製造業労働災害防止
協会　愛知県支部 名古屋市中区松原２丁目１８番１０号

登録教習機関

プレス機械作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600011

http://www.amsa.or.jp/

052-263-0055

一般社団法人愛知県金属プレス
工業会 名古屋市中区大須４丁目１４－２６　ジツ

ダビル４F

〒4480853

http://www.kariya-rouki.or.jp/

0566-21-6337

一般社団法人刈谷労働基準協会

刈谷市高松町１丁目２９番地

〒4600008

https://www.airouki.or.jp/

052-221-1436

公益社団法人愛知労働基準協会

名古屋市中区栄２丁目９番２６号　ポー
ラ名古屋ビル内

〒4460053

0566-73-2617

株式会社デンソー　技能人財養
成部 愛知県安城市高棚町新道１番地

登録教習機関

乾燥設備作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600008

https://www.airouki.or.jp/

052-221-1436

公益社団法人愛知労働基準協会

名古屋市中区栄２丁目９番２６号　ポー
ラ名古屋ビル内

登録教習機関

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

http://www.airinsai.server-shared.com/
http://www.amsa.or.jp/
http://www.kariya-rouki.or.jp/
https://www.airouki.or.jp/
https://www.airouki.or.jp/


登録教習機関

地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4413155

https://cot.jpncat.com

0532-65-5151

キャタピラー教習所株式会社　東
海教習センター 愛知県豊橋市二川町字川田２３－１

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

登録教習機関

ずい道等の掘削等作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

登録教習機関

ずい道等の覆工作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

登録教習機関

型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

〒4901132

052-444-4302

親和建設株式会社

愛知県海部郡大治町北間島字柿木７３
番地

登録教習機関

足場の組立て等作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

https://cot.jpncat.com
https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://www.kensaibou-aichi.jp/


登録教習機関

足場の組立て等作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600011

052-228-9925

職業訓練法人愛知県建設職業訓
練協議会 名古屋市中区大須三丁目１０番３５号

〒4660044

052-852-6326

職業訓練法人愛知県建設セン
ター 名古屋市昭和区桜山町３－５１－２

〒1050011

03-3434-8805

一般社団法人日本鳶工業連合会

東京都港区芝公園三丁目５番２０号

〒4413155

https://cot.jpncat.com

0532-65-5151

キャタピラー教習所株式会社　東
海教習センター 愛知県豊橋市二川町字川田２３－１

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

〒4901132

052-444-4302

親和建設株式会社

愛知県海部郡大治町北間島字柿木７３
番地

〒4550008

052-659-0288

特定非営利活動法人　全愛知建
設技術講習センター 名古屋市港区九番町四丁目１番１０

〒4760001

https://tokaitec-ds.jp

052-603-3883

株式会社東海テック自動車学校

東海市南柴田町ハの割１３８－３３

〒4960033

0567-28-9031

株式会社東京ＢＫ足場　ＴＢ教習
センター愛知事務所 愛知県津島市杁前町４－86

〒4600011

052-890-9108

職業訓練法人名古屋職業訓練協
会 愛知県名古屋市中区大須3-10-

35　MultinaBox3階

登録教習機関

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

https://cot.jpncat.com
https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://tokaitec-ds.jp


登録教習機関

建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4413155

https://cot.jpncat.com

0532-65-5151

キャタピラー教習所株式会社　東
海教習センター 愛知県豊橋市二川町字川田２３－１

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

登録教習機関

鋼橋架設等作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

登録教習機関

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4413155

https://cot.jpncat.com

0532-65-5151

キャタピラー教習所株式会社　東
海教習センター 愛知県豊橋市二川町字川田２３－１

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

登録教習機関

コンクリート橋架設等作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

登録教習機関

採石のための掘削作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

https://cot.jpncat.com
https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://cot.jpncat.com
https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://www.kensaibou-aichi.jp/


登録教習機関

採石のための掘削作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4610022

052-936-5151

一般社団法人日本砕石協会　東
海地方本部 名古屋市東区東大曽根町１０番２１号

登録教習機関

はい作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4413155

https://cot.jpncat.com

0532-65-5151

キャタピラー教習所株式会社　東
海教習センター 愛知県豊橋市二川町字川田２３－１

〒4600008

https://www.airouki.or.jp/

052-221-1436

公益社団法人愛知労働基準協会

名古屋市中区栄２丁目９番２６号　ポー
ラ名古屋ビル内

〒4550037

052-652-6595

港湾貨物運送事業労働災害防止
協会　東海総支部 名古屋市港区名港２丁目３番２２号　名

古屋港福利厚生会館内

〒4910028

https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/

0586-26-4111

コマツ教習所株式会社　愛知セン
タ 愛知県一宮市朝日１－４－１

〒4700207

https://ssl.aitokyo.jp/member/disaster/

0561-56-6560

陸上貨物運送事業労働災害防止
協会　愛知県支部 愛知県みよし市福谷町西ノ洞２１番

１２７　中部トラック総合研修センター内

登録教習機関

船内荷役作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4550037

052-652-6595

港湾貨物運送事業労働災害防止
協会　東海総支部 名古屋市港区名港２丁目３番２２号　名

古屋港福利厚生会館内

登録教習機関

木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

https://cot.jpncat.com
https://www.airouki.or.jp/
https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/
https://ssl.aitokyo.jp/member/disaster/


登録教習機関

木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600011

052-228-9925

職業訓練法人愛知県建設職業訓
練協議会 名古屋市中区大須三丁目１０番３５号

〒4660044

052-852-6326

職業訓練法人愛知県建設セン
ター 名古屋市昭和区桜山町３－５１－２

〒4413155

https://cot.jpncat.com

0532-65-5151

キャタピラー教習所株式会社　東
海教習センター 愛知県豊橋市二川町字川田２３－１

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

〒4550008

052-659-0288

特定非営利活動法人　全愛知建
設技術講習センター 名古屋市港区九番町四丁目１番１０

〒4960033

0567-28-9031

株式会社東京ＢＫ足場　ＴＢ教習
センター愛知事務所 愛知県津島市杁前町４－86

〒4600011

052-890-9108

職業訓練法人名古屋職業訓練協
会 愛知県名古屋市中区大須3-10-

35　MultinaBox3階

登録教習機関

化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4650064

https://www.jba-aichi.com

052-784-8111

一般社団法人日本ボイラ協会　
愛知支部 愛知県名古屋市名東区大針一丁目23

番地

登録教習機関

普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4650064

https://www.jba-aichi.com

052-784-8111

一般社団法人日本ボイラ協会　
愛知支部 愛知県名古屋市名東区大針一丁目23

番地

https://cot.jpncat.com
https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://www.jba-aichi.com
https://www.jba-aichi.com


登録教習機関

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4480853

http://www.kariya-rouki.or.jp/

0566-21-6337

一般社団法人刈谷労働基準協会

刈谷市高松町１丁目２９番地

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

〒4600008

https://www.airouki.or.jp/

052-221-1436

公益社団法人愛知労働基準協会

名古屋市中区栄２丁目９番２６号　ポー
ラ名古屋ビル内

〒4578545

https://www.daido.co.jp/dbr/

052-611-9434

株式会社大同分析リサーチ

名古屋市南区大同町二丁目３０番地

〒2220033

0566-85-5960

テュフ・ラインランド・ジャパン株式
会社 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5

〒4550014

https://www.meinan-roukikyo.or.jp

052-651-9246

一般社団法人名古屋南労働基準
協会 名古屋市港区港楽1丁目2番2号

登録教習機関

鉛作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600008

https://www.airouki.or.jp/

052-221-1436

公益社団法人愛知労働基準協会

名古屋市中区栄２丁目９番２６号　ポー
ラ名古屋ビル内

登録教習機関

石綿作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4480853

http://www.kariya-rouki.or.jp/

0566-21-6337

一般社団法人刈谷労働基準協会

刈谷市高松町１丁目２９番地

〒1050001

https://www.cersi.jp/

03-6435-7747

一般社団法人企業環境リスク解
決機構 東京都港区虎ノ門三丁目７番10号　ラン

ディック虎ノ門ビル５階

http://www.kariya-rouki.or.jp/
https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://www.airouki.or.jp/
https://www.daido.co.jp/dbr/
https://www.meinan-roukikyo.or.jp
https://www.airouki.or.jp/
http://www.kariya-rouki.or.jp/
https://www.cersi.jp/


登録教習機関

石綿作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4500002

https://hata-web.com/ansui/

052-526-2511

株式会社建設業安全推進協会

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番
28号

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

〒4600008

https://www.airouki.or.jp/

052-221-1436

公益社団法人愛知労働基準協会

名古屋市中区栄２丁目９番２６号　ポー
ラ名古屋ビル内

〒4550008

052-659-0288

特定非営利活動法人　全愛知建
設技術講習センター 名古屋市港区九番町四丁目１番１０

〒4550014

https://www.meinan-roukikyo.or.jp

052-651-9246

一般社団法人名古屋南労働基準
協会 名古屋市港区港楽1丁目2番2号

登録教習機関

有機溶剤作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4480853

http://www.kariya-rouki.or.jp/

0566-21-6337

一般社団法人刈谷労働基準協会

刈谷市高松町１丁目２９番地

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

〒4600008

https://www.airouki.or.jp/

052-221-1436

公益社団法人愛知労働基準協会

名古屋市中区栄２丁目９番２６号　ポー
ラ名古屋ビル内

〒4578545

https://www.daido.co.jp/dbr/

052-611-9434

株式会社大同分析リサーチ

名古屋市南区大同町二丁目３０番地

〒4550014

https://www.meinan-roukikyo.or.jp

052-651-9246

一般社団法人名古屋南労働基準
協会 名古屋市港区港楽1丁目2番2号

https://hata-web.com/ansui/
https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://www.airouki.or.jp/
https://www.meinan-roukikyo.or.jp
http://www.kariya-rouki.or.jp/
https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://www.airouki.or.jp/
https://www.daido.co.jp/dbr/
https://www.meinan-roukikyo.or.jp


登録教習機関

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4480853

http://www.kariya-rouki.or.jp/

0566-21-6337

一般社団法人刈谷労働基準協会

刈谷市高松町１丁目２９番地

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

〒4600008

https://www.airouki.or.jp/

052-221-1436

公益社団法人愛知労働基準協会

名古屋市中区栄２丁目９番２６号　ポー
ラ名古屋ビル内

〒4578545

052-611-2370

大同特殊鋼株式会社　教育セン
ター 名古屋市南区大同町２丁目３０番地

〒4550014

https://www.meinan-roukikyo.or.jp

052-651-9246

一般社団法人名古屋南労働基準
協会 名古屋市港区港楽1丁目2番2号

登録教習機関

床上操作式クレーン運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4413155

https://cot.jpncat.com

0532-65-5151

キャタピラー教習所株式会社　東
海教習センター 愛知県豊橋市二川町字川田２３－１

〒4910028

https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/

0586-26-4111

コマツ教習所株式会社　愛知セン
タ 愛知県一宮市朝日１－４－１

〒4480002

https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/

0566-35-1311

住友建機販売株式会社　住友建
機教習所　愛知教習センター 刈谷市一里山町深田１番地１

〒4550844

https://www3.jeed.go.jp/nagoyakouwan/poly/sitemap_minato.html

052-381-2775

独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構　愛知支部　中部
職業能力開発促進センター　名
古屋港湾労働分所

名古屋市港区潮凪町 ３

〒4730932

0565-54-3721

トヨタ自動車株式会社　グローバ
ル安全衛生教育センター 豊田市堤町馬の頭１番地

http://www.kariya-rouki.or.jp/
https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://www.airouki.or.jp/
https://www.meinan-roukikyo.or.jp
https://cot.jpncat.com
https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/
https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/
https://www3.jeed.go.jp/nagoyakouwan/poly/sitemap_minato.html


登録教習機関

床上操作式クレーン運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4750831

https://www.n-sharyo.co.jp/school/index.html

0569-22-7549

日本車輌製造株式会社機電本部
技術教習所 愛知県半田市十一号地２０番２号

〒4750862

http://www.jcatokai.jp/2shibu/shibu4.html

0569-32-2600

一般社団法人日本クレーン協会
　半田教習センター 半田市住吉町３－１５５

〒6480072

0736-33-2830

日本建機教習所株式会社

和歌山県橋本市東家6丁目5番22号

登録教習機関

小型移動式クレーン運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4480002

https://arms.co.jp/

0566-70-7506

ＡＲＭＳ株式会社

刈谷市一里山町上流5番3号

〒4600011

052-228-9925

職業訓練法人愛知県建設職業訓
練協議会 名古屋市中区大須三丁目１０番３５号

〒4928405

0587-36-1148

公益財団法人愛知県林業振興基
金　植木センター管理事務所 稲沢市堀之内町花ノ木１２９

〒4598001

052-621-5112

株式会社アイチコーポレーション

名古屋市緑区大高町丸の内７０－１

〒4720023

0566-70-7766

職業訓練法人Ｈ＆Ａ

愛知県知立市西町妻向１４－１

〒4413155

https://cot.jpncat.com

0532-65-5151

キャタピラー教習所株式会社　東
海教習センター 愛知県豊橋市二川町字川田２３－１

〒4800200

052-627-5010

株式会社ＫＫＧ

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字
流川29番地

https://www.n-sharyo.co.jp/school/index.html
http://www.jcatokai.jp/2shibu/shibu4.html
https://arms.co.jp/
https://cot.jpncat.com


登録教習機関

小型移動式クレーン運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

〒4910028

https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/

0586-26-4111

コマツ教習所株式会社　愛知セン
タ 愛知県一宮市朝日１－４－１

〒4480002

https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/

0566-35-1311

住友建機販売株式会社　住友建
機教習所　愛知教習センター 刈谷市一里山町深田１番地１

〒4850802

https://toansenta.com

0568-39-6703

東海安全教習センター株式会社

愛知県小牧市大草五反田2192番地の
14

〒4760001

https://tokaitec-ds.jp

052-603-3883

株式会社東海テック自動車学校

東海市南柴田町ハの割１３８－３３

〒4550844

https://www3.jeed.go.jp/nagoyakouwan/poly/sitemap_minato.html

052-381-2775

独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構　愛知支部　中部
職業能力開発促進センター　名
古屋港湾労働分所

名古屋市港区潮凪町 ３

〒4650025

052-773-1212

株式会社錦エンジニア　南知多
教習所 愛知県名古屋市名東区上社二丁目186

番地　新東名ビル401号

〒4750831

https://www.n-sharyo.co.jp/school/index.html

0569-22-7549

日本車輌製造株式会社機電本部
技術教習所 愛知県半田市十一号地２０番２号

〒4750862

http://www.jcatokai.jp/2shibu/shibu4.html

0569-32-2600

一般社団法人日本クレーン協会
　半田教習センター 半田市住吉町３－１５５

〒4440232

https://kyosyu.pctc.co.jp/

0564-57-7123

株式会社PEO建機教習センタ

岡崎市合歓木町字屋下１－１

〒4800303

https://magio-work.co.jp

0568-88-5577

株式会社マジオネット春日井

春日井市明知町西尾口２３０番地の１

https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/
https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/
https://toansenta.com
https://tokaitec-ds.jp
https://www3.jeed.go.jp/nagoyakouwan/poly/sitemap_minato.html
https://www.n-sharyo.co.jp/school/index.html
http://www.jcatokai.jp/2shibu/shibu4.html
https://kyosyu.pctc.co.jp/
https://magio-work.co.jp


登録教習機関

小型移動式クレーン運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4700207

https://ssl.aitokyo.jp/member/disaster/

0561-56-6560

陸上貨物運送事業労働災害防止
協会　愛知県支部 愛知県みよし市福谷町西ノ洞２１番

１２７　中部トラック総合研修センター内

〒4413147

0532-65-5911

レンテック大敬株式会社

豊橋市大岩町字岩田11番地１

〒4520961

https://www.rent.co.jp/kyoshu/

054-265-2320

株式会社レント　レント教習セン
ター愛知 愛知県清須市春日宮重18

登録教習機関

ガス溶接技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4730922

0565-52-1373

株式会社アイシン　アイシン安全
衛生教育センター 豊田市高岡本町秋葉１３１

〒4768666

052-603-9273

愛知製鋼株式会社

東海市荒尾町ワノ割１

〒4560058

052-651-6084

一般社団法人愛知県溶接協会

名古屋市熱田区六番三丁目４番４１号　
名古屋市工業研究所内

〒4413155

https://cot.jpncat.com

0532-65-5151

キャタピラー教習所株式会社　東
海教習センター 愛知県豊橋市二川町字川田２３－１

〒4800200

052-627-5010

株式会社ＫＫＧ

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字
流川29番地

〒4600008

https://www.airouki.or.jp/

052-221-1436

公益社団法人愛知労働基準協会

名古屋市中区栄２丁目９番２６号　ポー
ラ名古屋ビル内

〒4910028

https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/

0586-26-4111

コマツ教習所株式会社　愛知セン
タ 愛知県一宮市朝日１－４－１

https://ssl.aitokyo.jp/member/disaster/
https://www.rent.co.jp/kyoshu/
https://cot.jpncat.com
https://www.airouki.or.jp/
https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/


登録教習機関

ガス溶接技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4480002

https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/

0566-35-1311

住友建機販売株式会社　住友建
機教習所　愛知教習センター 刈谷市一里山町深田１番地１

〒4578545

052-611-2370

大同特殊鋼株式会社　教育セン
ター 名古屋市南区大同町２丁目３０番地

〒4460053

0566-73-2617

株式会社デンソー　技能人財養
成部 愛知県安城市高棚町新道１番地

〒4730932

0565-54-3721

トヨタ自動車株式会社　グローバ
ル安全衛生教育センター 豊田市堤町馬の頭１番地

〒4740035

0562-48-9741

株式会社豊田自動織機　技術技
能ラーニングセンター 大府市江端町３丁目２１７番地

〒4480002

0566-36-7562

トヨタ車体株式会社

刈谷市一里山町金山100番地

〒4700395

0565-43-0269

トヨタ紡織株式会社　グローバル
安全衛生環境部安全衛生推進室 豊田市亀首町金山８８番地

〒4760015

052-603-7073

日鉄ビジネスサービス東海株式
会社 東海市東海町４丁目７０番地の１　人材

育成センター

〒4440232

https://kyosyu.pctc.co.jp/

0564-57-7123

株式会社PEO建機教習センタ

岡崎市合歓木町字屋下１－１

〒4528601

052-408-1132

豊和工業株式会社

清須市須ヶ口１９００番地１

〒4558670

052-654-1195

株式会社ＵＡＣＪ　名古屋製造所

名古屋市港区千年三丁目１番１２号

https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/
https://kyosyu.pctc.co.jp/


登録教習機関

フォークリフト運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4480002

https://arms.co.jp/

0566-70-7506

ＡＲＭＳ株式会社

刈谷市一里山町上流5番3号

〒4730922

0565-52-1373

株式会社アイシン　アイシン安全
衛生教育センター 豊田市高岡本町秋葉１３１

〒4600026

052-684-8688

一般財団法人日本スポット溶接
協会 名古屋市中区伊勢山二丁目７番２３号

〒4720023

0566-70-7766

職業訓練法人Ｈ＆Ａ

愛知県知立市西町妻向１４－１

〒4750021

0569-29-5465

株式会社オートサービス大興

半田市州の崎町２番地１３４

〒4440951

https://www.okazaki-tekkokai.jp/

0564-31-2704

岡崎鉄工会協同組合

岡崎市北野町字池田２７、大久保商事
ビル３階

〒4480853

http://www.kariya-rouki.or.jp/

0566-21-6337

一般社団法人刈谷労働基準協会

刈谷市高松町１丁目２９番地

〒4701213

https://www.kimura-unity.co.jp/

0565-25-0551

キムラユニティー株式会社　　豊
田研修センター 豊田市桝塚西町北小畔38-1

〒4413155

https://cot.jpncat.com

0532-65-5151

キャタピラー教習所株式会社　東
海教習センター 愛知県豊橋市二川町字川田２３－１

〒4400832

https://cht-aichi.com/company/

0532-87-4113

業務代行サービス株式会社　中
部人材育成研修センター 豊橋市中岩田５丁目６番地１７

〒4800200

052-627-5010

株式会社ＫＫＧ

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字
流川29番地

https://arms.co.jp/
https://www.okazaki-tekkokai.jp/
http://www.kariya-rouki.or.jp/
https://www.kimura-unity.co.jp/
https://cot.jpncat.com
https://cht-aichi.com/company/


登録教習機関

フォークリフト運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600008

https://www.airouki.or.jp/

052-221-1436

公益社団法人愛知労働基準協会

名古屋市中区栄２丁目９番２６号　ポー
ラ名古屋ビル内

〒4910028

https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/

0586-26-4111

コマツ教習所株式会社　愛知セン
タ 愛知県一宮市朝日１－４－１

〒4480002

https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/

0566-35-1311

住友建機販売株式会社　住友建
機教習所　愛知教習センター 刈谷市一里山町深田１番地１

〒4578545

052-611-2370

大同特殊鋼株式会社　教育セン
ター 名古屋市南区大同町２丁目３０番地

〒4460053

0566-73-2617

株式会社デンソー　技能人財養
成部 愛知県安城市高棚町新道１番地

〒4850802

https://toansenta.com

0568-39-6703

東海安全教習センター株式会社

愛知県小牧市大草五反田2192番地の
14

〒4760001

https://tokaitec-ds.jp

052-603-3883

株式会社東海テック自動車学校

東海市南柴田町ハの割１３８－３３

〒4550844

https://www3.jeed.go.jp/nagoyakouwan/poly/sitemap_minato.html

052-381-2775

独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構　愛知支部　中部
職業能力開発促進センター　名
古屋港湾労働分所

名古屋市港区潮凪町 ３

〒4798668

http://www.toko.or.jp

0569-34-3200

常滑商工会議所

愛知県常滑市新開町５－５８

〒4730932

0565-54-3721

トヨタ自動車株式会社　グローバ
ル安全衛生教育センター 豊田市堤町馬の頭１番地

〒4740035

0562-48-9741

株式会社豊田自動織機　技術技
能ラーニングセンター 大府市江端町３丁目２１７番地

https://www.airouki.or.jp/
https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/
https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/
https://toansenta.com
https://tokaitec-ds.jp
https://www3.jeed.go.jp/nagoyakouwan/poly/sitemap_minato.html
http://www.toko.or.jp


登録教習機関

フォークリフト運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4480002

0566-36-7562

トヨタ車体株式会社

刈谷市一里山町金山100番地

〒4700395

0565-43-0269

トヨタ紡織株式会社　グローバル
安全衛生環境部安全衛生推進室 豊田市亀首町金山８８番地

〒4500002

https://www.meiunkyo.or.jp/

052-581-0844

一般社団法人名古屋運搬機械化
協会 名古屋市中村区名駅四丁目23番13号　

大同生命ビル３階

〒4760015

052-603-7073

日鉄ビジネスサービス東海株式
会社 東海市東海町４丁目７０番地の１　人材

育成センター

〒4750831

https://www.n-sharyo.co.jp/school/index.html

0569-22-7549

日本車輌製造株式会社機電本部
技術教習所 愛知県半田市十一号地２０番２号

〒6480072

0736-33-2830

日本建機教習所株式会社

和歌山県橋本市東家6丁目5番22号

〒4440232

https://kyosyu.pctc.co.jp/

0564-57-7123

株式会社PEO建機教習センタ

岡崎市合歓木町字屋下１－１

〒4418011

0532-33-0383

株式会社マジオネット　マジオ
ワークライセンススクール豊橋校 豊橋市菰口町2丁目25

〒4800303

https://magio-work.co.jp

0568-88-5577

株式会社マジオネット春日井

春日井市明知町西尾口２３０番地の１

〒4730932

http://www.u-netrans.jp/

0565-53-3399

株式会社ユーネットランス　豊田
物流センター　教育センター 愛知県豊田市堤町宝35-1

〒4700207

https://ssl.aitokyo.jp/member/disaster/

0561-56-6560

陸上貨物運送事業労働災害防止
協会　愛知県支部 愛知県みよし市福谷町西ノ洞２１番

１２７　中部トラック総合研修センター内

https://www.meiunkyo.or.jp/
https://www.n-sharyo.co.jp/school/index.html
https://kyosyu.pctc.co.jp/
https://magio-work.co.jp
http://www.u-netrans.jp/
https://ssl.aitokyo.jp/member/disaster/


登録教習機関

ショベルローダー等運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600008

https://www.airouki.or.jp/

052-221-1436

公益社団法人愛知労働基準協会

名古屋市中区栄２丁目９番２６号　ポー
ラ名古屋ビル内

〒4550844

https://www3.jeed.go.jp/nagoyakouwan/poly/sitemap_minato.html

052-381-2775

独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構　愛知支部　中部
職業能力開発促進センター　名
古屋港湾労働分所

名古屋市港区潮凪町 ３

〒4500002

https://www.meiunkyo.or.jp/

052-581-0844

一般社団法人名古屋運搬機械化
協会 名古屋市中村区名駅四丁目23番13号　

大同生命ビル３階

登録教習機関

車両系建設機械（整地・運搬・積込み及び掘削用）運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4413155

https://cot.jpncat.com

0532-65-5151

キャタピラー教習所株式会社　東
海教習センター 愛知県豊橋市二川町字川田２３－１

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

〒4910028

https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/

0586-26-4111

コマツ教習所株式会社　愛知セン
タ 愛知県一宮市朝日１－４－１

〒4480002

https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/

0566-35-1311

住友建機販売株式会社　住友建
機教習所　愛知教習センター 刈谷市一里山町深田１番地１

〒4850802

https://toansenta.com

0568-39-6703

東海安全教習センター株式会社

愛知県小牧市大草五反田2192番地の
14

〒4760001

https://tokaitec-ds.jp

052-603-3883

株式会社東海テック自動車学校

東海市南柴田町ハの割１３８－３３

〒4550844

https://www3.jeed.go.jp/nagoyakouwan/poly/sitemap_minato.html

052-381-2775

独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構　愛知支部　中部
職業能力開発促進センター　名
古屋港湾労働分所

名古屋市港区潮凪町 ３

https://www.airouki.or.jp/
https://www3.jeed.go.jp/nagoyakouwan/poly/sitemap_minato.html
https://www.meiunkyo.or.jp/
https://cot.jpncat.com
https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/
https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/
https://toansenta.com
https://tokaitec-ds.jp
https://www3.jeed.go.jp/nagoyakouwan/poly/sitemap_minato.html


登録教習機関

車両系建設機械（整地・運搬・積込み及び掘削用）運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4750831

https://www.n-sharyo.co.jp/school/index.html

0569-22-7549

日本車輌製造株式会社機電本部
技術教習所 愛知県半田市十一号地２０番２号

〒4440232

https://kyosyu.pctc.co.jp/

0564-57-7123

株式会社PEO建機教習センタ

岡崎市合歓木町字屋下１－１

登録教習機関

車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4480002

https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/

0566-35-1311

住友建機販売株式会社　住友建
機教習所　愛知教習センター 刈谷市一里山町深田１番地１

〒4750831

https://www.n-sharyo.co.jp/school/index.html

0569-22-7549

日本車輌製造株式会社機電本部
技術教習所 愛知県半田市十一号地２０番２号

〒4440232

https://kyosyu.pctc.co.jp/

0564-57-7123

株式会社PEO建機教習センタ

岡崎市合歓木町字屋下１－１

登録教習機関

車両系建設機械（解体用）運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4413155

https://cot.jpncat.com

0532-65-5151

キャタピラー教習所株式会社　東
海教習センター 愛知県豊橋市二川町字川田２３－１

〒4910028

https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/

0586-26-4111

コマツ教習所株式会社　愛知セン
タ 愛知県一宮市朝日１－４－１

〒4480002

https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/

0566-35-1311

住友建機販売株式会社　住友建
機教習所　愛知教習センター 刈谷市一里山町深田１番地１

〒4850802

https://toansenta.com

0568-39-6703

東海安全教習センター株式会社

愛知県小牧市大草五反田2192番地の
14

https://www.n-sharyo.co.jp/school/index.html
https://kyosyu.pctc.co.jp/
https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/
https://www.n-sharyo.co.jp/school/index.html
https://kyosyu.pctc.co.jp/
https://cot.jpncat.com
https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/
https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/
https://toansenta.com


登録教習機関

車両系建設機械（解体用）運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4440232

https://kyosyu.pctc.co.jp/

0564-57-7123

株式会社PEO建機教習センタ

岡崎市合歓木町字屋下１－１

登録教習機関

不整地運搬車運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4413155

https://cot.jpncat.com

0532-65-5151

キャタピラー教習所株式会社　東
海教習センター 愛知県豊橋市二川町字川田２３－１

〒4910028

https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/

0586-26-4111

コマツ教習所株式会社　愛知セン
タ 愛知県一宮市朝日１－４－１

〒4480002

https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/

0566-35-1311

住友建機販売株式会社　住友建
機教習所　愛知教習センター 刈谷市一里山町深田１番地１

〒6480072

0736-33-2830

日本建機教習所株式会社

和歌山県橋本市東家6丁目5番22号

〒4440232

https://kyosyu.pctc.co.jp/

0564-57-7123

株式会社PEO建機教習センタ

岡崎市合歓木町字屋下１－１

登録教習機関

高所作業車運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4598001

052-621-5112

株式会社アイチコーポレーション

名古屋市緑区大高町丸の内７０－１

〒4413155

https://cot.jpncat.com

0532-65-5151

キャタピラー教習所株式会社　東
海教習センター 愛知県豊橋市二川町字川田２３－１

〒4800200

052-627-5010

株式会社ＫＫＧ

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字
流川29番地

https://kyosyu.pctc.co.jp/
https://cot.jpncat.com
https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/
https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/
https://kyosyu.pctc.co.jp/
https://cot.jpncat.com


登録教習機関

高所作業車運転技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

〒4600008

https://www.airouki.or.jp/

052-221-1436

公益社団法人愛知労働基準協会

名古屋市中区栄２丁目９番２６号　ポー
ラ名古屋ビル内

〒4910028

https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/

0586-26-4111

コマツ教習所株式会社　愛知セン
タ 愛知県一宮市朝日１－４－１

〒4480002

https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/

0566-35-1311

住友建機販売株式会社　住友建
機教習所　愛知教習センター 刈谷市一里山町深田１番地１

〒4850802

https://toansenta.com

0568-39-6703

東海安全教習センター株式会社

愛知県小牧市大草五反田2192番地の
14

〒4760001

https://tokaitec-ds.jp

052-603-3883

株式会社東海テック自動車学校

東海市南柴田町ハの割１３８－３３

〒4500002

https://www.meiunkyo.or.jp/

052-581-0844

一般社団法人名古屋運搬機械化
協会 名古屋市中村区名駅四丁目23番13号　

大同生命ビル３階

〒4750831

https://www.n-sharyo.co.jp/school/index.html

0569-22-7549

日本車輌製造株式会社機電本部
技術教習所 愛知県半田市十一号地２０番２号

〒4440232

https://kyosyu.pctc.co.jp/

0564-57-7123

株式会社PEO建機教習センタ

岡崎市合歓木町字屋下１－１

〒4413147

0532-65-5911

レンテック大敬株式会社

豊橋市大岩町字岩田11番地１

〒4520961

https://www.rent.co.jp/kyoshu/

054-265-2320

株式会社レント　レント教習セン
ター愛知 愛知県清須市春日宮重18

https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://www.airouki.or.jp/
https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/
https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/
https://toansenta.com
https://tokaitec-ds.jp
https://www.meiunkyo.or.jp/
https://www.n-sharyo.co.jp/school/index.html
https://kyosyu.pctc.co.jp/
https://www.rent.co.jp/kyoshu/


登録教習機関

玉掛け技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4480002

https://arms.co.jp/

0566-70-7506

ＡＲＭＳ株式会社

刈谷市一里山町上流5番3号

〒4730922

0565-52-1373

株式会社アイシン　アイシン安全
衛生教育センター 豊田市高岡本町秋葉１３１

〒4510035

http://www.ginou.or.jp/

052-524-4423

公益社団法人愛知県技能士会連
合会 名古屋市西区浅間２丁目３番１４

〒4928405

0587-36-1148

公益財団法人愛知県林業振興基
金　植木センター管理事務所 稲沢市堀之内町花ノ木１２９

〒4598001

052-621-5112

株式会社アイチコーポレーション

名古屋市緑区大高町丸の内７０－１

〒4768666

052-603-9273

愛知製鋼株式会社

東海市荒尾町ワノ割１

〒4720023

0566-70-7766

職業訓練法人Ｈ＆Ａ

愛知県知立市西町妻向１４－１

〒4440951

https://www.okazaki-tekkokai.jp/

0564-31-2704

岡崎鉄工会協同組合

岡崎市北野町字池田２７、大久保商事
ビル３階

〒4413155

https://cot.jpncat.com

0532-65-5151

キャタピラー教習所株式会社　東
海教習センター 愛知県豊橋市二川町字川田２３－１

〒4400832

https://cht-aichi.com/company/

0532-87-4113

業務代行サービス株式会社　中
部人材育成研修センター 豊橋市中岩田５丁目６番地１７

〒4800200

052-627-5010

株式会社ＫＫＧ

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字
流川29番地

https://arms.co.jp/
http://www.ginou.or.jp/
https://www.okazaki-tekkokai.jp/
https://cot.jpncat.com
https://cht-aichi.com/company/


登録教習機関

玉掛け技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

〒4910028

https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/

0586-26-4111

コマツ教習所株式会社　愛知セン
タ 愛知県一宮市朝日１－４－１

〒4480002

https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/

0566-35-1311

住友建機販売株式会社　住友建
機教習所　愛知教習センター 刈谷市一里山町深田１番地１

〒4578545

052-611-2370

大同特殊鋼株式会社　教育セン
ター 名古屋市南区大同町２丁目３０番地

〒4460053

0566-73-2617

株式会社デンソー　技能人財養
成部 愛知県安城市高棚町新道１番地

〒4850802

https://toansenta.com

0568-39-6703

東海安全教習センター株式会社

愛知県小牧市大草五反田2192番地の
14

〒4760001

https://tokaitec-ds.jp

052-603-3883

株式会社東海テック自動車学校

東海市南柴田町ハの割１３８－３３

〒4550844

https://www3.jeed.go.jp/nagoyakouwan/poly/sitemap_minato.html

052-381-2775

独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構　愛知支部　中部
職業能力開発促進センター　名
古屋港湾労働分所

名古屋市港区潮凪町 ３

〒4798668

http://www.toko.or.jp

0569-34-3200

常滑商工会議所

愛知県常滑市新開町５－５８

〒4570072

052-824-6280

協同組合トピックス

名古屋市南区寺部通四丁目３番地

〒4730932

0565-54-3721

トヨタ自動車株式会社　グローバ
ル安全衛生教育センター 豊田市堤町馬の頭１番地

https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/
https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/
https://toansenta.com
https://tokaitec-ds.jp
https://www3.jeed.go.jp/nagoyakouwan/poly/sitemap_minato.html
http://www.toko.or.jp


登録教習機関

玉掛け技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4740035

0562-48-9741

株式会社豊田自動織機　技術技
能ラーニングセンター 大府市江端町３丁目２１７番地

〒4480002

0566-36-7562

トヨタ車体株式会社

刈谷市一里山町金山100番地

〒4700395

0565-43-0269

トヨタ紡織株式会社　グローバル
安全衛生環境部安全衛生推進室 豊田市亀首町金山８８番地

〒4650025

052-773-1212

株式会社錦エンジニア　南知多
教習所 愛知県名古屋市名東区上社二丁目186

番地　新東名ビル401号

〒4760015

052-603-7073

日鉄ビジネスサービス東海株式
会社 東海市東海町４丁目７０番地の１　人材

育成センター

〒4750831

https://www.n-sharyo.co.jp/school/index.html

0569-22-7549

日本車輌製造株式会社機電本部
技術教習所 愛知県半田市十一号地２０番２号

〒4750862

http://www.jcatokai.jp/2shibu/shibu4.html

0569-32-2600

一般社団法人日本クレーン協会
　半田教習センター 半田市住吉町３－１５５

〒6480072

0736-33-2830

日本建機教習所株式会社

和歌山県橋本市東家6丁目5番22号

〒4440232

https://kyosyu.pctc.co.jp/

0564-57-7123

株式会社PEO建機教習センタ

岡崎市合歓木町字屋下１－１

〒4528601

052-408-1132

豊和工業株式会社

清須市須ヶ口１９００番地１

〒4800303

https://magio-work.co.jp

0568-88-5577

株式会社マジオネット春日井

春日井市明知町西尾口２３０番地の１

https://www.n-sharyo.co.jp/school/index.html
http://www.jcatokai.jp/2shibu/shibu4.html
https://kyosyu.pctc.co.jp/
https://magio-work.co.jp


登録教習機関

玉掛け技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4540834

http://www.miyazaki-mec.co.jp/

052-369-1711

宮崎エンジニアリング株式会社

名古屋市中川区丸米町二丁目38

〒4558670

052-654-1195

株式会社ＵＡＣＪ　名古屋製造所

名古屋市港区千年三丁目１番１２号

〒4700207

https://ssl.aitokyo.jp/member/disaster/

0561-56-6560

陸上貨物運送事業労働災害防止
協会　愛知県支部 愛知県みよし市福谷町西ノ洞２１番

１２７　中部トラック総合研修センター内

〒4413147

0532-65-5911

レンテック大敬株式会社

豊橋市大岩町字岩田11番地１

〒4520961

https://www.rent.co.jp/kyoshu/

054-265-2320

株式会社レント　レント教習セン
ター愛知 愛知県清須市春日宮重18

登録教習機関

ボイラー取扱技能講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4650064

https://www.jba-aichi.com

052-784-8111

一般社団法人日本ボイラ協会　
愛知支部 愛知県名古屋市名東区大針一丁目23

番地

登録教習機関

クレーン運転実技教習（床上運転式クレーン実技教習を含む）

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4480002

https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/

0566-35-1311

住友建機販売株式会社　住友建
機教習所　愛知教習センター 刈谷市一里山町深田１番地１

〒4760015

052-603-7073

日鉄ビジネスサービス東海株式
会社 東海市東海町４丁目７０番地の１　人材

育成センター

http://www.miyazaki-mec.co.jp/
https://ssl.aitokyo.jp/member/disaster/
https://www.rent.co.jp/kyoshu/
https://www.jba-aichi.com
https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/


登録教習機関

クレーン運転実技教習（床上運転式クレーン実技教習を含まない）

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4910028

https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/

0586-26-4111

コマツ教習所株式会社　愛知セン
タ 愛知県一宮市朝日１－４－１

〒4750862

http://www.jcatokai.jp/2shibu/shibu4.html

0569-32-2600

一般社団法人日本クレーン協会
　半田教習センター 半田市住吉町３－１５５

〒4558670

052-654-1195

株式会社ＵＡＣＪ　名古屋製造所

名古屋市港区千年三丁目１番１２号

登録教習機関

移動式クレーン運転実技教習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4480002

https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/

0566-35-1311

住友建機販売株式会社　住友建
機教習所　愛知教習センター 刈谷市一里山町深田１番地１

〒4760001

https://tokaitec-ds.jp

052-603-3883

株式会社東海テック自動車学校

東海市南柴田町ハの割１３８－３３

〒4750831

https://www.n-sharyo.co.jp/school/index.html

0569-22-7549

日本車輌製造株式会社機電本部
技術教習所 愛知県半田市十一号地２０番２号

登録ボイラー実技講習機関

ボイラー実技講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4650064

https://www.jba-aichi.com

052-784-8111

一般社団法人日本ボイラ協会　
愛知支部 愛知県名古屋市名東区大針一丁目23

番地

登録衛生工学衛生管理者講習機関

衛生工学衛生管理者講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/aichi/
http://www.jcatokai.jp/2shibu/shibu4.html
https://www.sumitomokenki.co.jp/license/nagoya/
https://tokaitec-ds.jp
https://www.n-sharyo.co.jp/school/index.html
https://www.jba-aichi.com


登録衛生工学衛生管理者講習機関

衛生工学衛生管理者講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4560035

03-3452-6499

中央労働災害防止協会　中部安
全衛生サービスセンター 名古屋市熱田区白鳥１－４－１９

登録安全衛生推進者等養成講習機関

安全衛生推進者養成講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4510023

https://www.safejp.net/

052-700-0784

アイムセーフ合同会社

愛知県名古屋市西区城北町２丁目４８
の１

〒1040032

https://www.aemk.or.jp/

03-3555-3701

一般社団法人安全衛生マネジメ
ント協会 東京都中央区八丁堀四丁目2番1号

〒1600022

https://www.wellnet-jp.com/anzensuisin/

03-6380-1512

株式会社ウェルネット

東京都新宿区新宿2-5-12　FORECAST
新宿AVENUE2階

〒4480853

http://www.kariya-rouki.or.jp/

0566-21-6337

一般社団法人刈谷労働基準協会

刈谷市高松町１丁目２９番地

〒4600008

https://www.airouki.or.jp/

052-221-1436

公益社団法人愛知労働基準協会

名古屋市中区栄２丁目９番２６号　ポー
ラ名古屋ビル内

〒4710034

https://www.tshm.co.jp/

0565-33-9930

豊田安全衛生マネジメント株式会
社 豊田市小坂本町一丁目５番地１０　矢作

豊田ビル９F

〒4550014

https://www.meinan-roukikyo.or.jp

052-651-9246

一般社団法人名古屋南労働基準
協会 名古屋市港区港楽1丁目2番2号

〒4450062

https://nishio-rouki.com

0563-56-0244

西尾労働基準協会

西尾市丁田町五助6-1　山田ビル４階

〒1080014

03-3453-7935

一般社団法人　日本労働安全衛
生コンサルタント会 東京都港区芝４丁目４番５号　三田労働

基準協会ビル５階

https://www.safejp.net/
https://www.aemk.or.jp/
https://www.wellnet-jp.com/anzensuisin/
http://www.kariya-rouki.or.jp/
https://www.airouki.or.jp/
https://www.tshm.co.jp/
https://www.meinan-roukikyo.or.jp
https://nishio-rouki.com


登録安全衛生推進者等養成講習機関

安全衛生推進者養成講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4750902

http://www.handaroudoukijun kyoukai.or.jp

0569-21-4440

一般社団法人半田労働基準協会

半田市宮路町１５１番３２

〒1080075

03-5715-2940

株式会社　フィールドプランニン
グ 東京都港区港南2-16-4　品川グランド

セントラルタワー７F

〒4628575

http//www.meihokurouki.or.jp/

052-961-1666

一般社団法人名北労働基準協会

名古屋市北区清水１－１３－１

〒4800100

0587-95-6331

ヤマザキマザック株式会社

丹羽郡大口町竹田1-131

〒1410021

03-6417-4595

公益社団法人　労務管理教育セ
ンター 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号

登録安全衛生推進者等養成講習機関

衛生推進者養成講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4510023

https://www.safejp.net/

052-700-0784

アイムセーフ合同会社

愛知県名古屋市西区城北町２丁目４８
の１

〒1040032

https://www.aemk.or.jp/

03-3555-3701

一般社団法人安全衛生マネジメ
ント協会 東京都中央区八丁堀四丁目2番1号

〒1600022

https://www.wellnet-jp.com/anzensuisin/

03-6380-1512

株式会社ウェルネット

東京都新宿区新宿2-5-12　FORECAST
新宿AVENUE2階

〒4480853

http://www.kariya-rouki.or.jp/

0566-21-6337

一般社団法人刈谷労働基準協会

刈谷市高松町１丁目２９番地

〒4600008

https://www.airouki.or.jp/

052-221-1436

公益社団法人愛知労働基準協会

名古屋市中区栄２丁目９番２６号　ポー
ラ名古屋ビル内

http://www.handaroudoukijun
https://www.safejp.net/
https://www.aemk.or.jp/
https://www.wellnet-jp.com/anzensuisin/
http://www.kariya-rouki.or.jp/
https://www.airouki.or.jp/


登録安全衛生推進者等養成講習機関

衛生推進者養成講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒1730025

03-5926-7090

公益財団法人社会医学研究セン
ター 東京都板橋区熊野町47-11

〒4710034

https://www.tshm.co.jp/

0565-33-9930

豊田安全衛生マネジメント株式会
社 豊田市小坂本町一丁目５番地１０　矢作

豊田ビル９F

〒4550014

https://www.meinan-roukikyo.or.jp

052-651-9246

一般社団法人名古屋南労働基準
協会 名古屋市港区港楽1丁目2番2号

〒1080014

03-3453-7935

一般社団法人　日本労働安全衛
生コンサルタント会 東京都港区芝４丁目４番５号　三田労働

基準協会ビル５階

〒1080075

03-5715-2940

株式会社　フィールドプランニン
グ 東京都港区港南2-16-4　品川グランド

セントラルタワー７F

〒4628575

http//www.meihokurouki.or.jp/

052-961-1666

一般社団法人名北労働基準協会

名古屋市北区清水１－１３－１

〒1410021

03-6417-4595

公益社団法人　労務管理教育セ
ンター 東京都品川区上大崎２丁目２５番２号

登録講習機関

第一種作業環境測定士講習（別表第３号作業場）

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4578545

https://www.daido.co.jp/dbr/

052-611-9434

株式会社大同分析リサーチ

名古屋市南区大同町二丁目３０番地

登録講習機関

第一種作業環境測定士講習（別表第４号作業場）

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4578545

https://www.daido.co.jp/dbr/

052-611-9434

株式会社大同分析リサーチ

名古屋市南区大同町二丁目３０番地

https://www.tshm.co.jp/
https://www.meinan-roukikyo.or.jp
https://www.daido.co.jp/dbr/
https://www.daido.co.jp/dbr/


登録講習機関

第一種作業環境測定士講習（別表第５号作業場）

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4578545

https://www.daido.co.jp/dbr/

052-611-9434

株式会社大同分析リサーチ

名古屋市南区大同町二丁目３０番地

登録講習機関

第二種作業環境測定士講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4578545

https://www.daido.co.jp/dbr/

052-611-9434

株式会社大同分析リサーチ

名古屋市南区大同町二丁目３０番地

建築物石綿含有建材調査者講習実施機関

一般建築物石綿含有建材調査者講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4480853

http://www.kariya-rouki.or.jp/

0566-21-6337

一般社団法人刈谷労働基準協会

刈谷市高松町１丁目２９番地

〒4500002

https://hata-web.com/ansui/

052-526-2511

株式会社建設業安全推進協会

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番
28号

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

〒4600008

https://www.airouki.or.jp/

052-221-1436

公益社団法人愛知労働基準協会

名古屋市中区栄２丁目９番２６号　ポー
ラ名古屋ビル内

〒4670863

https://www.meito-roukyo.jp/

052-882-3909

名古屋東労働基準協会

名古屋市瑞穂区牛巻町8-9  渡辺ビル２
階

〒4520961

https://www.rent.co.jp/kyoshu/

054-265-2320

株式会社レント　レント教習セン
ター愛知 愛知県清須市春日宮重18

https://www.daido.co.jp/dbr/
https://www.daido.co.jp/dbr/
http://www.kariya-rouki.or.jp/
https://hata-web.com/ansui/
https://www.kensaibou-aichi.jp/
https://www.airouki.or.jp/
https://www.meito-roukyo.jp/
https://www.rent.co.jp/kyoshu/


建築物石綿含有建材調査者講習実施機関

一戸建て等建築物石綿含有建材調査者講習

名 称 所 在 地 電話番号 ホームページ
ＱＲコード

〒4600008

https://www.kensaibou-aichi.jp/

052-242-4441

建設業労働災害防止協会　愛知
県支部 名古屋市中区栄３丁目２８番２１号　愛

知建設業会館4階

https://www.kensaibou-aichi.jp/

