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HOME　 研修ポイント制度とは？ ポイント対象研修のご案内 福祉用具専門相談員を探す

What’s New

会員ログイン（マイページ）

新規会員登録

お問い合せ

リンク

サイトマップ

プライバシーポリシー

全国福祉用具専門相談員協会

ページの先頭へ戻る

ふくせん　太郎 さんの基本情報専門相談員検索

福祉用具専門相談員の情報

研修ポイント制度福祉用具専門相談員の

お問い合せ サイトマップ専門性の高い福祉用具専門相談員が見つかるサイト 文字サイズ 拡大標準

研修ポイント制度とは？ ポイント対象研修のご案内 福祉用具専門相談員を探す研修ポイント制度とは？
ふくせんふくせんHOMEHOME

ポイント対象研修のご案内 福祉用具専門相談員を探す

メールで連絡する。

車いす／車いす付属品 ／特殊寝台／特殊寝台付属品／床

ずれ防止用具 体位変換器／手すり／スロープ／歩行器 歩

行補助つえ／認知症老人徘徊感知機器 移動用リフト（吊

り具部分除く）／自動排泄処理装置 

腰掛便座／自動排泄処理装置の交換可能部品／入浴補助

用具 簡易浴槽／移動用リフトの吊り具部分 特定福祉用具

販売 

保険外用具販売・レンタル／住宅改修 居宅介護支援／そ

の他の介護サービス 

基本情報
戻る

資格・得意分野など 研修ポイントの詳細

総合ポイント

326.0ポイント

/ 400.0ポイントMax

全国順位

/100人中
１位

神奈川県順位

/ 5人中
１位

ふくせん 太郎
フクセン　タロウ

全国福祉用具専門相談員協会勤務先名

03-5418-7700　
勤務先電話番号

03-5418-2111
勤務先ファックス番号

住所 〒108-0073

東京都港区三田2－14－7

勤務先の第三者評価の状況 各自治体等の福祉サービス第三者評価事業

勤務先のウェブサイト http://www.zfssk.com/

勤務先のサービス内容

ふくせんさんの担当地域 東京都２３区

福祉用具レンタル

特定福祉用具販売

その他

▽メールでのお問合せは下記バナーをクリック。

基本情報 資格・得意分野など 研修ポイントの詳細 戻る

このページを印刷する

性　別

総合ポイント

全国順位

都道府県順位

氏　名
（フリガナ）

資格・得意分野など

研修ポイントの詳細

基本情報

ふくせん　太郎
（フクセン タロウ）

326.0ポイント

1位 (100人中）

1位 (5人中）

男性

新規会員登録 マイページログイン新規会員登録 マイページログイン

研修修了を報告し
ポイント申請する。
ポイント申請はこちら
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What’s New

会員ログイン（マイページ）

新規会員登録

お問い合せ

リンク

サイトマップ

プライバシーポリシー

全国福祉用具専門相談員協会

ページの先頭へ戻る

研修ポイント制度福祉用具専門相談員の

お問い合せ サイトマップ専門性の高い福祉用具専門相談員が見つかるサイト 文字サイズ 拡大標準

研修ポイント制度とは？ ポイント対象研修のご案内 福祉用具専門相談員を探す研修ポイント制度とは？
ふくせんふくせんHOMEHOME

ポイント対象研修のご案内 福祉用具専門相談員を探す

ふくせん　太郎 さんの資格・得意分野など専門相談員検索

福祉用具専門相談員の情報

新規会員登録 マイページログイン新規会員登録 マイページログイン

このページを印刷する

性　別

総合ポイント

全国順位

都道府県順位

氏　名
（フリガナ）

資格・得意分野など

研修ポイントの詳細

基本情報

基本情報
戻る

資格・得意分野など 研修ポイントの詳細

ふくせん　太郎
（フクセン タロウ）

326.0ポイント

1位 (100人中）

1位 (5人中）

男性

資格・経験その他の実績

保有資格（取得年） 福祉用具専門相談員

福祉用具選定士

福祉用具プランナー

福祉住環境コーディネーター2級

可搬型階段昇降機安全指導員

福祉用具専門相談員の資格 福祉用具専門相談員（指定講習修了者）

講師経験 介護支援専門員スキルアップ研修（主催：〇〇市社会福祉協議会）

訪問介護員2級養成講座（主催：〇〇市社会福祉事業団）

福祉用具サービス計画研修（主催：〇〇県福祉用具センター）

福祉用具サービス計画講習会（主催：公益財団法人 〇〇〇〇〇〇〇〇）

発表経験 なし

【 第 00回 】 第１位　（000点）

【 第 00回 】 第1位　（000点）

【 第 00回 】 第1位　（000点）

自己PR

サンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプ

ルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサン

プルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサ

ンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプル

サンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプルサンプル。

得意分野 起居関連用具（ベッド等）

福祉用具専門相談員
実力ランキングテスト    

実務経験 13 年

※「資格・得意分野など」は、福祉用具専門相談員ご本人に記載していただいているものです。情報に誤りがあっ
　ても、本会は責任を負いかねますので、なにとぞご了承ください。

基本情報 資格・得意分野など 研修ポイントの詳細 戻る

研修修了を報告し
ポイント申請する。
ポイント申請はこちら
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What’s New

会員ログイン（マイページ）

新規会員登録

お問い合せ

リンク

サイトマップ

プライバシーポリシー

全国福祉用具専門相談員協会

ページの先頭へ戻る

研修ポイント制度福祉用具専門相談員の

お問い合せ サイトマップ専門性の高い福祉用具専門相談員が見つかるサイト 文字サイズ 拡大標準

研修ポイント制度とは？ ポイント対象研修のご案内 福祉用具専門相談員を探す研修ポイント制度とは？
ふくせんふくせんHOMEHOME

ポイント対象研修のご案内 福祉用具専門相談員を探す

ふくせん　太郎 さんの資格・得意分野など専門相談員検索

福祉用具専門相談員の情報

新規会員登録 マイページログイン新規会員登録 マイページログイン

基本情報
戻る

資格・得意分野など 研修ポイントの詳細

基本情報 資格・得意分野など 研修ポイントの詳細 戻る

各領域ごとの取得ポイント

※「研修名」をクリックすると、研修の詳細をご覧いただけます。

領　域

44.3pt

44.3pt

44.3pt

44.3pt

44.3pt

取得ポイント
ふくせんさんの

27.5pt

全国平均 神奈川県
平均

27.5pt

27.5pt

27.5pt

27.5pt

27.5pt

27.5pt

27.5pt

27.5pt

27.5pt

研修の履修状況

利用者の生活・介護・医療に関する領域2領域

コミュニケーションに関する領域3領域

福祉用具の選定と利用支援に関する領域4領域

個別福祉用具の知識・技術に関する領域5領域

ポイント認定日 研修名

福祉用具供給事業従事者現任研修

福祉用具供給事業従事者現任研修

20○○年○月○日

20○○年○月○日

職業倫理と社会制度に関する領域1領域

各領域の概要はこちらよりご確認ください。 》各領域の概要

このページを印刷する

性　別

総合ポイント

全国順位

都道府県順位

氏　名
（フリガナ）

資格・得意分野など

研修ポイントの詳細

基本情報

ふくせん　太郎
（フクセン タロウ）

326.0ポイント

1位 (100人中）

1位 (5人中）

男性

研修修了を報告し
ポイント申請する。
ポイント申請はこちら


