
 
様式Ｃ（介護ロボット等モニター調査事業 要望書） 

 
令和 ３年 ７月２６日 

 

公益財団法人テクノエイド協会 殿 

 

（要望者） 

                  〒 963-0111 

住所 福島県郡山市安積町荒井字雷神１６－１ 

 

事業者名 株式会社 あかね福祉 

担当者所属 

担当者名 池田 亘 

電話番号 024-937-5022 

電子メールアドレス ikeda@akane-fukushi.co.jp 

 

 

介護ロボット等モニター調査事業 要望書 

 

貴法人が福祉用具・介護ロボット実用化支援等一式の一環として行う「介護ロボット等モニター調査事

業」について、下記の書類を添付して要望します。 

 

 

記 

 

 

１．介護ロボット等モニター調査事業 計画概要書 

 

２．会社概要（任意様式） 

 

３．これまでの介護ロボット等に関わる開発実績がわかる書類（任意様式） 

※）実績がない場合は、提出不要 

 

 

 

 

（本書類の取扱いと留意事項について） 

○ ご提出いただく「介護ロボット等モニター調査事業 計画概要書」は、介護施設等とマッチング

する際、当協会のホームページを通じて、介護施設等へ公開いたします。 
従って、記載する内容は、公開可能な範囲で差し支えありませんが、具体的な記載がない場合に

は、マッチング先が現れない場合もあり得ることをご了承ください。 
○ 適切なご協力がいただける介護施設等とマッチングするためにも、記載内容は技術的な事に偏ら

ず理解しやすいものとしてください。 
○ 当協会では記載内容や本事業に関わる各種の相談を承っております。 
○ 案件によっては、マッチング先が現れない場合もあり得ることをご留意ください。 

 
 

 

企業等 



 

様式Ｄ（介護ロボット等モニター調査事業 計画概要書） 

令和 ３年 ８月１８日 

 

介護ロボット等モニター調査事業 計画概要書 

 

１．申請者（企業）の概要等 

企業名 株式会社 あかね福祉 

担当者名 池田 亘 

担当者連絡先 

住所 
〒963-0111 

 

電話 024-937-5022 

電子メールアドレス ikeda@akane-fukushi.co.jp 

主たる業種 福祉施設に対する腰痛防止・業務省力化提案及び福祉用具・機器の販売、レンタル 

主要な製品 移乗です・楽シート・はなまる・寝返りシーツ・座・楽一 

希望する施設等の

種類や職種等 

 

希望施設に☑を入

れてください 

複数選択可 

☑介護老人福祉施設：特別養護老人ホーム 

☑介護老人保健施設：老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

□認知症対応型共同生活介護：グループホーム 

□特定施設入居者生活介護：有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、 

サービス付き高齢者向け住宅、地域密着型特定施設入所者生活介護 

□居宅介護サービス：訪問介護、看護、デイサービス、リハ、福祉用具貸与サービ

ス事業者、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 等 

□ショートステイ 

□障害者福祉施設 

□医療機関：介護療養型、介護医療院、病院、リハビリテーションセンター 等 

□その他：（                          ） 

 

その他の希望 関東近県希望 

 

２．申請機器の概要（可能な限り詳しくご記入ください。） 

機器の名称（仮称） 「移乗です」 

機器の概要 

 

想定する使用者、使用場面 

ベッドから車いす及びポータブルトイレ等への移乗。 

入浴用シャワーキャリーへの移乗。 

機能と使用方法、有用性 

端座位の利用者の太もも下に持ち上げ板を差し込んで持ち上げる。操作が、かんた

ん・らくちんで１分以内での移乗ができる。抱きかかえない為腰への負担が無い。 

 三つのメモリー機能によりワンタッチで3種類の高さに自動停止できる。 

類似する機器との相違 

太もも下に差し込んだ持ち上げ板によって持ち上げるので、スリングシート等で利用

者を包んで吊り上げない為短時間で安定した移乗が行える。 

当該機器と介護業務との関連性 

移乗介護に於ける介護職員と利用者双方の苦痛を除去でき腰痛防止にもなる。移乗介

護に於ける体力負担が大幅に軽減されるので高齢職員の継続雇用が可能になる。 

現在の開発状況と

課題 

機器に関するリスクアセスメント（性能安全と利用安全の確保対策） 

※福島県ハイテクプラザでの耐荷重試験、添付資料参照。 

※H29年2月のモニター調査事業での改良提案を受け、持上げ板の解除レバーの動作性

の向上及び高さ合わせを簡便にする為にメモリー機能を付加し操作性の向上を図っ

企業等 



2 

 

た。前輪キャスターに小径タイプを加えた事で、居室のベッドからの移乗介助にも対

応できる様になり活用状況が広がった。 

※９月より限定50台の市場調査販売を予定。 

社内や社外モニター調査の実績 

※特に無し 

 

 

開発に関する当面の課題 

機械全体の軽量化。 

 

３．モニター調査の概要 

１．調査のねらい  これまで多くの福祉用具が販売されているが介護現場に定着している用具・機器

は非常に少ないのが現状です。前述の機能と使用方法やカタログ及び使用動画を見

て思ったイメージ通りに「かんたん・らくちん」に使用する事が出来たか？及び 

定着出来そうか？ 

 

２．調査概要 １）調査対象： 

  特別養護老人ホーム・病院・介護老人保健施設 

 

２）調査したい場面、場所： 

  ベッドから車いす・ポータブルトイレ又は入浴用シャワーキャリーへの移乗 

 

３）調査期間（日数）： 

１ケ月間 

 

４）機器の台数： 

  １台 

 

 

４．モニター調査の実施手法（協力施設等へお願いしたい内容） 

※本書のＰ８～９を参考にモニター調査の具体的な実施方法を記載してください。 

注）５つの項目全てを行う必要はありません。（実施しない項目は「特になし」としてください。） 

※モニター調査検討委員会等の審議により採択された場合には、当協会及び専門家によるアドバイスを行います。 

１．利用対象者の適

用範囲に関するこ

と 

 

 

【調査手法】 

□観察法 □インタビュー法 □質問紙法 □その他： 

 

【想定する調査方法】 

※特に無し 

２．利用環境の条件

に関すること 

【調査手法】 

□観察法 □インタビュー法 □質問紙法 □その他： 

 

【想定する調査方法】 

※特に無し 
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３．機器の利用効果

に関すること 

【調査手法】 

□観察法 □インタビュー法 ☑質問紙法 □その他： 

 

【想定する調査方法】 

 腰への負担軽減。  

密接の回避。  

介護負担の軽減。 

 

４．機器の使い勝手

に関すること 

【調査手法】 

□観察法 □インタビュー法 ☑質問紙法 □その他： 

 

【想定する調査方法】 

 入浴用シャワーチェアーへの移乗に使用する際の素肌への影響。 

５．介護現場での利

用の継続性に関す

ること 

【調査手法】 

□観察法 □インタビュー法 ☑質問紙法 □その他： 

 

【想定する調査方法】 

 導入したいか？ 否か？（いずれも理由を今後の開発に生かしたい） 

  

６．その他  

 

 

（注）必要に応じて記載欄を増やしてください。 

 

 



１人介助
移乗１分

の悩みを解決移乗

なお、「移乗です」 は健康ビジネス創出支援事業　

（福島県補助金） のご協力を頂いております。



商品名　移乗です
製品サイズ：幅 770×奥行 721×高さ 900　
材　　　質：本体：スチール　ステンレス /マット：発砲ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ
　　　　　　　安全ベルト：ポリエステル 100％

質　　　量：本体（バッテリー付）38.5 ㎏　安全ベルト 200ｇ
ｱｸﾁｭｴｰﾀｰ　：推力 1,000Ｎ、ストローク 250ｍｍ、12Ｖモーター
ﾊﾞｯﾃﾘｰ仕様 : バッテリー：NI-MH　10 セル　DC12Ⅴ/3.6Ah
                     　　充電器：inAC100-240V、outDC12V

耐　荷　重：80 ㎏
販 売 価 格：６０万円（非課税）　
※限定販売につき台数に限りがあります

安全に 簡単で 早く 　　話をしながらそして安全に 簡単で 早く 　　話をしながらそして

移乗用具　介護ロボットに求められていた



添付資料 

あかね福祉の安全性への取り組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リスクアセスメント 
危険源とそのリスクを客観的に評価し、適切な保護方策を実施いたし

ます 。 

 

 
・強度／転倒に関する試験 

福島県ハイテクプラザとの連携し、ハード面の安全性を確保しています。 

 （添付資料参照） 

 

・電子部品の安全確保 

電子部品の偶発故障が与える影響を事前検証し、万が一の時は緊急停止し安全を

確保できるよう設計しています。 

 

・社内・関係者による試用・安全性評価 

様々な体型の社内･関係者による試用にて、安全性を確認しています。 

（身長 150cm～178cm、体重 50kg～80kg） 

 

移乗に関する一連のシステムを提案する為、モニター実施時には、事前打合せを

含め職員様と十分に安全性を確保する様に徹底いたします。 

 

・専門家による評価事業 

令和２年度、福島県健康ビジネス創出支援事業（ヘルスケア・介護福祉機器開発

支援事業）を受託。 
 

 

 

あかね福祉は福祉用具・移乗機器・介護ロボット開発にあた

り、何重もの安全対策を行い、その効果や実証を十分に行う事

で製品の安全性を確保致します。 

万全の安全対策を施し、介助者様・利用者様・事業所様の不安

を払拭いたします。 



○会社名 株式会社あかね福祉

○代表者 代表取締役　田中けい子

○役　員 取締役　水橋 一嘉

取締役　池田 　亘

取締役　土谷　浩幸

取締役　及川　貴之

取締役　水橋  洋平

監査役　田中 　大

○事業所

〇社　　員 24名（平成28年11月現在）

会社概要

【本 社】〒961-0954  福島県白河市天神町49
TEL0248-31-2551 FAX0248-31-2552

【郡山営業所・開発部・アイケア事業部】
〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井字雷神１６－１

TEL024-937-5022 FAX024-937-5030
【仙台営業所】〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字山岸50-11

TEL022-772-3337 FAX022-772-3338
【盛岡営業所】〒020-0837 岩手県盛岡市津志田町２丁目５－５-101

TEL019-632-3511 FAX019-632-3512

○設 立 平成12年3月9日
○資本金 4,500万円(払込資本金)
○営業種目 1）福祉用具及び介護用品の販売及び貸出し

2）リハビリテーション機器の販売及び貸出し
3）医療器械器具の販売
4）住宅の増改築、建て替え及び住宅リフォーム
5）福祉機器関連の保守点検、メンテナンス
6）リネンサプライ業

○会社沿革 平成12年 3月 設立
平成12年 9月 資本金を1,700万円に増資

平成12年 10月 郡山営業所開設
平成12年 11月 有限会社あかね福祉販売設立に参加

平成13年 11月 盛岡営業所開設
平成15年 10月 資本金を3,700万円に増資

株式会社に組織変更
平成17年 4月 アイケア健康福祉オンラインショップ開設

平成18年 7月 郡山営業所新築移転
平成18年 12月 有限会社あかね福祉販売と合併

合併に伴い資本金4,500万円
平成21年 ４月 盛岡営業所移転

○現 況 1）主たる納入先
拠点各県内各特別養護老人ホーム

拠点各県内各介護老人保健施設
拠点各県内各福祉施設

2）取引銀行
東邦銀行 白河西支店

仙台銀行 台原支店



○会社名 株式会社あかね福祉

○代表者 代表取締役会長　水橋一嘉

代表取締役社長　水橋洋平

○役　員 取締役　池田 　亘

取締役　土谷　浩幸

取締役　及川　貴之

取締役　田中　賢介

取締役　池田　直史

取締役・監査役　田中　けい子

○事業所

○ホームページ http://www.akane-fukushi.co.jp

○アイケア健康福祉オンラインショップ http://www.icare-life.jp

○福祉施設専門サイト　ネッチュー http://www.netcyu.jp

1 〇動画でわかる福祉用具の使い方　選び方 http://www.fukushi-yougu.jp

株式会社あかね福祉

会社概要

【本 社】〒963-0111
【郡山営業所】福島県郡山市安積町荒井字雷神16－1

TEL024-937-5022 FAX024-937-5030

【白河営業所】〒961-0954
福島県白河市天神町49
TEL0248-31-2551 FAX0248-31-2552

【仙台営業所】〒981-3111
宮城県仙台市泉区松森字住吉4番地2-101
TEL022-772-3337 FAX022-772-3338

【盛岡営業所】〒020-0837
岩手県盛岡市津志田町２丁目５－５-101
TEL019-632-3511 FAX019-632-3512

会 社 概 要
事 業 案 内

感謝
感謝



○施設様の経営の安定のために･･･。

○利用者様の喜ぶ顔が一番。
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あかね福祉は全国的に見ても類の少ない、各福祉施設の下支えを行って

いる企業です。

消耗品や介護用品、福祉用具の販売、特殊浴槽・洗濯設備等の取扱いだ
けでなく、その後の保守点検・メンテナンスは勿論、機器の選定に係り、
施設様の理念や、利用者様や職員様の実情に合わせた提案を行うほか、福
祉用具に関してはフィッティングが行える企業です。

又、職員様向け研修として、国内外で行われている最新の移乗に関した
ものや、利用者様を元気にする業務改善提案など、施設様の経営の安定に
寄与しています。

○設立年月日 平成12年3月9日

○資本金 4,500万円(払込資本金)

○営業種目 1）福祉用具及び介護用品の販売及び貸出し

2）福祉機器関連の保守点検、メンテナンス

3）住宅の増改築、住宅リフォーム

○会社沿革 平成12年 3月 設立

平成12年 9月 資本金を1,700万円に増資

平成12年 10月 郡山営業所開設

平成12年 11月 有限会社あかね福祉販売設立に参加

平成13年 11月 盛岡営業所開設

平成15年 10月 資本金を3,700万円に増資
株式会社に組織変更

平成17年 4月 アイケア健康福祉オンラインショップ開設

平成18年 7月 郡山営業所新築移転

平成18年 12月 有限会社あかね福祉販売と合併
合併に伴い資本金4,500万円

平成21年 ４月 盛岡営業所移転

平成27年 1月 福祉施設向け販売サイト ネッチュー開設

平成30年 10月 仙台営業所移転

令和２年 ８月 本社移転

○現 況 1）主たる納入先

拠点各県内各特別養護老人ホーム
拠点各県内各介護老人保健施設
拠点各県内各福祉施設

2）取引銀行
東邦銀行 白河西支店

私たちにできることは何だろう･･･あかね

福祉は施設で生活している利用者様に目を向け

続けて行きたいと思っています。利用者様は加

齢に伴う疾病や障害で、一生を終えようとして

います。そのような時、絶望のどん底で一生を

終わらせたくない。その時、少しでも光を与え

られる企業になりたい。レッグレストを外して、

フットレストの高さを調節して、少しでも苦痛

を和らげてあげたい。車いすに座っていても、

床に足の着く生活を送っていただきたい。

やっぱり、利用者様の喜ぶ顔が一番です。
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◎保守点検
機器類はナットが緩んでいても故障ではありません。ナットが

外れてケガ人が出て初めて故障・事故になります。

安心して機器類を使うのも、事故の予防も、機器類の寿命を延

ばすのも、余計な苦労を避けることも、突発的な修理に備える事

も、計画を立てた修理を行う事も保守点検の目的です。

※洗濯設備は法律で保守点検が義務付けられています。

◎メンテナンス
車いす等に付いては、基本的な修理は訪問当日に修理できるよ

うに、工具類の準備と技術の習得に努めております。

（社内資格制度有）

※報告書は労働安全衛生
法に基づいた内容です。

報告書

洗濯機ショックアブソーバー点検 洗濯機ベアリング・Vベルト点検 乾燥機綿埃清掃（焦げ付き箇所）

リフト入浴装置搬送車接続部点検 入浴用担架各ボルト締め付け点検 特殊浴槽担架移動レール点検
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◎職員様向けスキルアップ研修を行っています。

施設職員様のスキルアップのお手伝いとして年数回の研修と、研

修後のご要望にお応えする形で、利用者に合わせた福祉用具の

フィッティング・移乗等の実技指導を行います。

また、ご利用者様の個別処遇・自立へのお手伝いや、業務改善等

のお手伝いも行います。

経費削減を目的とした研修です。

【主な研修テーマ】

1、持ち上げ介助ゼロ研修

2、シーティング（座位保持）に関する研修

3、福祉用具のフィッティング（適合）に関する研修

4、感染症に関する研修

5、業務改善提案研修
6、車いすメンテナンス研修
7、その他施設様のご要望による研修

施設様とあか

ね福祉の二人

三脚で利用者

様の自立支援

と労働環境の

改善に取り組

んでいます。

◎食事はなによりの楽しみ。

様々な工夫が施された「お箸」や「スプーン」
「お皿」等 （自助具）を活用することで、まだま
だ、ご自分の力でお食事を楽しむことができる方
が沢山いらっしゃいます。

あかね福祉は、このような用具を活用した

「食の楽しみ」をご提案しています。

◎あなたの喜ぶ顔がみたい。

あかね福祉では、お一人お一人のオンリーワンの自立を促す

ため、福祉用具のフィッティング（適合）のお手伝いをして

います。

あなたがお使いの「メガネ」。もし隣の方の「メガネ」と交

換したら、どんなに高価な物だとしても、良く見えるでしょ

うか？

福祉用具は「メガネ」と同じく、正しくフィッティングされ、

適切に調整されてこそ自立支援用具となります。

例えば「車いす」のフィッティング（適合）。

体格や目的に応じた車いすを選定することは勿論、調節機能

を正しく活用したり、クッションなどの併用も考慮に

入れなければなりません。

また、フットサポートの高さが合っていないと長時間の座位

では非常に苦痛を伴います。高さを正しく調整するだけでも、

苦痛が緩和されるものです。



◎移乗･移動の残存能力の活用
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使用用具

自　　立

利用者様

はなまる、スライドボード要一部介助
（立てる） はなまる、スライドボード

安　定

不安定

腰浮かしが出来ない

腰浮かしが可能要介助
（立てない）

（見守り）

はなまる、楽シート、寝返りシーツ

楽シート、移乗です、スライド法

はなまる スライドボード 楽シート

寝返りシーツ

スライド
シート

スライド法

【車いす】 タイヤ（ひび割れ破損・ベアリング・溝の有無・空気圧）
キャスター（ゴミ詰まり・ベアリング）
ブレーキ（効き目確認・変形の有無）

フレーム（ゆがみ・ボルトの緩み）
ワイヤー（張り具合確認）
フットレスト高さが合っているか

その他（汚れ・シート破れ）

【ベッド】 動作（背上げ・膝上げ・ハイロー機能）

電源コード（コネクター部・コード破損）
本体（変形・ボルトの緩み・外れ）

キャスター（ロック機能・動き）
サイドレール（変形・差込部）
マットレス（破損及びほころび）

【エアーマット】 ポンプ（エアー噴出・圧力・系統切替・電源・フィルター）
マット（エアーセル点検・送風チューブ点検）
その他（汚れ・ほころび）

【フィッティング】
利用者様に正しくフィッテイングされていますか？

【職員様の動き】
持ち上げ介助が行われていませんか？
腰痛問題改善の意識が職員様にありますか？

福祉用具を正しく利用されていませんか？
職員様は、利用者様の「持ち上げ時の苦痛」を知っていますか

福祉用具は、職員様の介助を楽にする用具です。

福祉用具は、利用者様の自立を支援する用具です。

【特殊入浴装置】
浴槽本体 給水給湯温度・接続部調整・昇降動作などの確認

漏電などありませんか？

ひび割れなどはありませんか？
搬送車・ストレッチャー

キャスターロック機能・動作確認

マットの破損はありませんか？

【洗濯設備】

労働安全衛生法に基づいた点検がなされていますか？
給水・排水・異音・ショックアブソーバー・安全装置・

ドア部パッキン確認

1、福祉用具は正しく使われていますか？
2、利用者様にその福祉用具は合っていますか？

3、福祉用具の不具合はありませんか？
4、トラブルの元になる要素が気になりませんか？

移乗です
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施設様、職員様からの生の声を商品にしました。

排泄時の前傾姿勢を安楽に保ち、

利用者の尊厳を守ります。

除菌へのこだわり･･･お客様の

環境に安全と安心を形に。

身体拘束にならない唯一の

座位保持具です。
座位安定NO.1アイテムです。

介護現場からの要望に応えて、
人気NO.1の介護専用消臭剤で
す。

介護用消臭剤 消臭一番 除菌洗剤 New洗濯一番 除菌洗剤 除菌一番

トイレ安楽タイム座位保持具 安全一番 アルミ前方大車輪式車いす

介護から介助へ･･･残存能力を

活用した自立用具です。

職員の腰痛と利用者様の苦痛
を取り除く「目からウロコ商
品」です。

移乗補助具はなまる 水平移乗ボード楽シート 新・寝返りシーツ

円背、腰曲がりの方の為の車い

すです。力の弱い方でも楽に移

動できます。

業務用洗剤だからこそ使って
安心・安全にこだわりました。

座位保持が出来ない方の為
の、持ち上げない水平移乗
用具です。

介護ロボット[移乗です]

入浴用搬送車へ、やさしく移乗します。

長時間座る方のために。
洗浄・通気性に優れています。

洗浄通気クッション

座・楽一



●主な取扱メーカー様
あ IDEX 株式会社                日本ディー・エル・エム株式会社  

アイホン株式会社　  日本製紙クレシア株式会社    

ｱﾋﾞﾘﾃｨｰｽﾞ･ｹｱﾈｯﾄ株式会社         ニチバン 株式会社

アマノ株式会社 は 白十字株式会社

株式会社アサヒコーポレーション  パシフィックサプライ株式会社    

株式会社アマノ    パラテクノ株式会社              

アロン化成 株式会社                    パラマウントベッド株式会社      

株式会社アサヒメディケア      パナソニックエイジフリー株式会社

株式会社アサヒ製作所          ピジョン株式会社                       

株式会社いうら                         ピジョン・タヒラ株式会社

株式会社ウェルファン          株式会社 ひまわり  

宇都宮製作株式会社 日立ｺﾝｼｭｰﾏ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社     

ｴﾚｸﾄﾛﾗｯｸｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社        株式会社 ファーストレイト      

㈱エクセルエンジニアリング      フジホーム株式会社              

オージー技研株式会社 プラス株式会社    

株式会社 オーヤラックス         フランスベッド株式会社          

株式会社 オーラルケア            ホシザキ東北株式会社            

株式会社 ウィズワン ハイアールアクアセールス株式会社

アズワン 株式会社 ま 株式会社松永製作所            

か 株式会社 加地 ミナト医科学株式会社            

株式会社 光洋ディスパース      株式会社　ミキ                  

株式会社 カワムラサイクル      株式会社　マキテック            

ケイ・ホスピア株式会社          丸光産業株式会社

株式会社 ケープ や 株式会社山本製作所            

コクヨ東北販売株式会社          矢崎化工株式会社                

国際科学工業株式会社            ユーキャン株式会社 

カナヤママシナリー株式会社 ユニ・チャーム株式会社        

株式会社　幸和製作所 ユニトレンド株式会社          

さ サイエンス株式会社              株式会社ユヤマ　

酒井医療株式会社    ら ライオンハイジーン株式会社     

新鋭工業株式会社 ラックヘルスケア株式会社        

シーホネンス株式会社 株式会社ランダルコーポレーション

株式会社 シルバー精工           リバテープ製薬株式会社　

ジェクス株式会社 株式会社 リブドゥコーポレーション       

株式会社 島製作所 株式会社 リッチェル

株式会社 シンドー

た ダイリン販売株式会社            

株式会社　太平産業              

株式会社 ダンロップホームプロダクツ     

大王製紙株式会社

株式会社 竹虎

株式会社　テツコープレーション 

豊通オールライフ株式会社

東京パック株式会社              

ＴＯＴＯ東北販売 株式会社

徳武産業 株式会社                       

DIPPERホクメイ株式会社

な 株式会社 西形商店               

日進医療器 株式会社              

日本エンゼル株式会社            12



○会社名 株式会社あかね福祉

○代表者 代表取締役　田中けい子

○役　員 取締役　水橋 一嘉

取締役　池田 　亘

取締役　土谷　浩幸

取締役　及川　貴之

取締役　水橋  洋平

監査役　田中 　大

○事業所

〇社員 24名（平成28年11月現在）

○ホームページ http://www.akane-fukushi.co.jp

○アイケア健康福祉オンラインショップ http://www.icare-life.jp

会社概要

【本 社】〒961-0954

福島県白河市天神町49

TEL0248-31-2551 FAX0248-31-2552

【郡山営業所・開発部・アイケア事業部】

〒963-0111

福島県郡山市安積町荒井字雷神１６－１

TEL024-937-5022 FAX024-937-5030

【仙台営業所】〒981-3117

宮城県仙台市泉区市名坂字山岸50-11

TEL022-772-3337 FAX022-772-3338

【盛岡営業所】〒020-0837
岩手県盛岡市津志田町２丁目５－５-101
TEL019-632-3511 FAX019-632-3512

○設立年月日 平成12年3月9日

○資本金 4,500万円(払込資本金)

○営業種目 1）福祉用具及び介護用品の販売及び貸出し

2）リハビリテーション機器の販売及び貸出し

3）医療器械器具の販売

4）住宅の増改築、建て替え及び住宅リフォーム

5）福祉機器関連の保守点検、メンテナンス

6）リネンサプライ業

○会社沿革 平成12年 3月 設立

平成12年 9月 資本金を1,700万円に増資

平成12年 10月 郡山営業所開設

平成12年 11月 有限会社あかね福祉販売設立に参加

平成13年 11月 盛岡営業所開設

平成15年 10月 資本金を3,700万円に増資

株式会社に組織変更

平成17年 4月 アイケア健康福祉オンラインショップ開設

平成18年 7月 郡山営業所新築移転

平成18年 12月 有限会社あかね福祉販売と合併

合併に伴い資本金4,500万円

平成21年 ４月 盛岡営業所移転

○現 況 1）主たる納入先

拠点各県内各特別養護老人ホーム

拠点各県内各介護老人保健施設

拠点各県内各福祉施設
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