
様式１（専門職によるアドバイス支援事業 依頼書）

平成３０年８月２７日 

公益財団法人テクノエイド協会 殿 

（依頼者） 

  〒８１６－０９２１ 

住所 福岡県大野城市仲畑２－３－１７ 

事業者名 株式会社プラッツ 

担当者所属 商品開発部 商品企画課 

担当者名 木下慎也 

電話番号 ０９２－５８４－３４４６ 

電子メールアドレス s.kinoshita@platz-ltd.co.jp 

専門職によるアドバイス支援事業 依頼書 

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、介護ロボット等に係る「専門職によ

るアドバイス支援事業」について、下記の書類を提出して依頼します。 

記 

１．専門職によるアドバイス支援事業 依頼概要書（別紙） 

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「専門職によるアドバイス支援事業 依頼概要書（別紙）」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 
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平成３０年８月２７日 

専門職によるアドバイス支援事業 依頼概要書 

１．希望する事業の種類（いずれかに〇印を記入してください。） 

１．介護現場と開発企業の意見交換の実施 〇 

２．試作機器へのアドバイス支援 

２．依頼者（企業）の概要 

企業名 株式会社プラッツ 

担当者名 木下慎也 

担当者連絡先 

住所 
〒８１６－０９２１ 

福岡県大野城市仲畑２－３－１７ 

電話 ０９２－５８４－３４４６ 

電子メールアドレス s.kinoshita@platz-ltd.co.jp

主たる業種 製造販売 

主要な製品 介護用ベッド、マットレス等ベッド周辺機器 

希望する施設等の

種類や職種等 

・介護施設（特別養護老人ホーム、特定型有料老人ホーム）の施設長と現場責任者の

方

・訪問看護ステーションや在宅医療でご利用者の見守りに関与する関係者の方

その他 

３．当該機器の開発コンセプト又は試作機器等の概要（可能な限り詳しく記入してください。） 

機器の名称（仮称） AI搭載見守りセンサー（仮称） 

試作機器の有無及

び機器のコンセプ

ト（試作機器あれば

写真を添付） 

試作機器の有無 １．有  ・ ２．無

機器の目的及び特徴 

AI と音声識別機能が搭載されており、音声でベッドの操作ができ、マットレス に内

蔵したセンサーにより心拍数、背圧などのデータを計測し、自動で睡眠 の分析や異

常時の通報を行う。 また、在宅時のトイレの使用、キッチンの水使用量や冷蔵庫の

ドアの開閉などの日 常生活情報をキャッチし、家族などにお知らせする 

（別紙） 
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想定する使用者及

び使用方法、使用場

面 

① 想定する使用者 

・重度の方であればスタッフ 

・中度、軽度、自立の方であればご利用者 

 

② 想定する使用方法 

・ご利用者様の見守りを行う（生活の行動状況や睡眠の状況） 

・音声でベッドの操作ができる 

③ 想定する使用場面 

・介護施設や在宅での日中、夜間 

現在の開発状況と

主な課題 

・このような商品が開発されればご利用者の安心安全ができ、スタッフの方の労務軽

減、精神的負担の軽減が行えることを想定しているが、実際の現場に適する機能なの

か？現場のニーズとマッチしているのか知りたい。 

特にアドバイス（意

見交換）を希望して

いる事項 

・現場で必要な機能なのか 

・他にどのような機能が現場のニーズとしてあるのか 

・仮に購入する場合、費用と購入数量（比率）を知りたい 

その他  

（注）必要に応じて記載欄を増やしてください。 

 



 〒200051 上海市长宁区娄山关路83号新虹桥中心 
大厦1112室

 

 

会社案内

https://twitter.com/PlatzJapan

https://www.facebook.com/PlatzJapan

PLATZ COMPANY GUIDANCE

1804OM-N-0001

TEL.+86-21-6295-3440    FAX.+86-21-6295-3436

■富若慈（上海）貿易有限公司■本社／ショールーム
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL：092-584-3434／FAX：092-584-3436
●北海道営業所
〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条
1-2-22-102
TEL.011-807-4750  FAX.011-807-4751 
●東北営業所
〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在3-6-1
ホワイトアーバンシティ102
TEL.022-781-7072  FAX.022-781-7062
■関東支店・関東ショールーム
〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル1F
TEL.03-5427-8033  FAX.03-5427-8031

■東海支店・東海ショールーム
〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社3-108 
オフィス・クロンドビル1F
TEL.052-704-2700  FAX.052-704-2701
■関西支店・関西ショールーム
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4
メディアバードビルディング2F
TEL.06-6233-2105  FAX.06-6233-2107
■中四国支店
〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6
TEL.084-946-6000  FAX.084-946-6040
■九州支店（本社内）
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL.092-584-3433  FAX.092-502-3810



私たちは「高品質」「高機能」「低価格」をテーマに
最高のコストパフォーマンスでお客様の満足を目指す
医療・介護ベッドメーカーです。
医療・介護が必要な多くの方々は、若い頃より大変なご苦労を経験されながら、弛まぬ努力で現代
社会の発展に貢献されてこられた方々です。我々の使命は、ご利用者様には常に感謝の気持ちを
持ち、「安全」に、「快適」に利用していただく事と考えます。プラッツは常にお客様の声に耳を傾け、
より「高品質」でより「高機能」、そして「低価格」の製品を「一生懸命」作り続けます。
医療・介護ベッドを通じて社会に貢献する。プラッツはいつも「一生懸命」です。

INDEX
企業理念 02
沿革 04
プラッツの強み 06
製品開発 07
製造工場・品質管理 08
アフターサービス 09
会社案内 10
製品概要 12
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企業の価値はお客様が決めるものです。
プラッツは常にご利用者様、お得意先様の目線に立ったモノづくりを徹底し、
全てのお客様の笑顔のために全社員一丸となって挑戦し続けます！

プラッツとは、ドイツ語で「広場」の意味です。プラッツという会社に、多種多様な人達が集い、
切磋琢磨し、より良い会社にしていきたいとの思いから命名しました。
ロゴの周りのリングは、この広場をイメージさせるものとして採用しています。
また、Pｌａｔｚのロゴの下に、敢えてカタカナで「プラッツ」と入れたのは、海外に進出しても

「日本人のアイデンティティーを忘れない」という思いからです。

我々は、常に公正と創造と改革の精神を以って、お客様の満足を目指し、
自己の幸福と夢の実現、社会に貢献できる企業に成長発展する。

医療介護・健康福祉・ベッド業界に対し、「高品質」「高機能」「低価格」
をテーマにした製品作りに徹し、お客様に満足と喜びを感じてもら
うことを最大の目標に、恒久的に社会に貢献するものである。

お客様・ご利用者様・工場・製品の4つの羽が円滑にまわり、プラッツの未来が開くというコンセプトで、
その奥にはハートが見える（ある）という意味を込めています。プラッツの信頼を質感のある表現で表しました。

コーポレートシンボル

創業の精神

プラッツの企業理念

プラッツを支える4つの柱

①お客様（販売店様）

③製造工場 ④コストパフォーマンスに優れた製品

②ベッドのご利用者様

「一生懸命」

1.プラッツ経営の基本姿勢
常に「公正」であるか。 プラッツ社員は常に謙虚であり、

個性に秀で常に新しいものを
創造する人間の集団であれ。

常に「創造」しているか。
常に「改革」しているか。

1.プラッツ社員の行動規範

「高品質」「高機能」「低価格」を
 テーマにした製品作りに徹します！
弊社は2015年3月、東京証券取引所マザーズ市場に上場を果たすことが出来
ました。私たちは上場企業として、お客様、株主様、お取引先様のご期待と信頼
に応えられるよう、製品、サービス、業務全般の品質を一層高め、企業価値向上
に全力で邁進いたす所存です。
今後とも何卒ご指導ご鞭撻の程をお願い申し上げます。

代表取締役社長

福山 明利

経営理念VI

PLATZ CO.,LTD.
COMPANY GUIDANCEPLATZ CO.,LTD.

COMPANY GUIDANCE2
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1992年〜 2008年〜 2011年〜 2015年〜

沿革

「子供や孫が、高齢のご家族に買ってあげられる金額で、役に立つベッドを作りたい」という
強い思いのもと、私たちはベッド作りに取り組んできました。
企業理念である「高品質」「高機能」「低価格」をテーマに25年。
お客様のご期待に応えるべく、プラッツは次の25年に向けて、これからもチャレンジし続けます。

History

1992年 7月　（有）九州和研創業（福岡県春日市）

1995年 6月　（株）プラッツへ名称変更

1997年 4月　電動ベッド「PKBシリーズ」販売開始

2000年 6月　資本金2億2千万円へ増資

2001年 7月　本社移転（福岡県春日市より福岡県
　　　　　　　大野城市へ）
　　　 12月　在宅介護用ベッド「PZB-V310
　　　　　　　シリーズ」販売開始

2003年  4月　福岡工場開設（福岡県大野城市）
            6月　ベッド販売台数  年間1万台達成

2004年 1月　関東支店開設（東京都港区）
　　　　7月　関西支店開設（大阪市中央区）

2006年 1月　東海営業所開設（愛知県小牧市）

2007年 5月　品質マネジメントシステム 
　　　　　　　ISO9001:2000認証取得
　　　  11月　在宅介護用ベッド「ミオレット」販売開始

2008年 6月　ベッド販売台数  年間2万台達成
　　　 11月　自立支援電動ベッド
　　　　　　　「ケアレット」販売開始

2009年 3月　資本金2億8,575万5千円に増資
　　　　 3月　介護施設用電動ベッド「アルティレット」販売開始
　　　　 6月　介護ベッドのJIS規格（JIS T9254:2009）を 
　　　　　　　在宅介護用ベッド「ミオレット」にて取得、
　　　　　　　販売開始
　　　   9月　自立支援介護用電動ベッド
　　　　　　　「プリモレット」販売開始

2010年 5月　品質マネジメントシステム更新　
　　　　　　　ISO9001:2008
             6月　ベッド販売台数  年間3万台達成
　　　　 8月　本社移転（福岡県大野城市）
　　　 11月　東北営業所開設（宮城県仙台市）
　　　 11月　ホーチミン駐在員事務所開設（ベトナム） 
　　　 11月　自動ロック式ベッド用グリップ
　　　　　　　「ニーパロ」販売開始

2011年 5月 　東海支店移転（愛知県名古屋市）
            6月　ベッド販売台数  年間4万台達成
　　　　 9月　自立支援介護用電動ベッド
　　　　　　 「プリモレット」でJIS認証取得、販売開始
          12月　在宅介護用ベッド「ミオレット・フォーユー」で
　　　　　　　JIS認証取得、販売開始

2012年 4月　自立支援電動ベッド「ケアレット」で
　　　　　　　JIS認証取得、販売開始
　　　　 8月　製造拠点として
　　　　　　　プラッツベトナム有限責任会社設立（ベトナム）
　　　　 9月　中四国営業所開設（広島県福山市）
            9月　介護施設用電動ベッド
　　　　　　　「アルティレット・トゥーユー」販売開始

2013年 11月　北海道営業所開設（北海道札幌市）

2014年  4月　自立支援電動ベッド「ケアレットフォルテ」
                  　「ケアレットネオアルファ」「ケアレットニコ」 
                  　販売開始
　　　　 9月　在宅用介護用ベッド
                     「ミオレットⅡ」でJIS認証取得、販売開始
　　　　 9月　自動ロック式ベッド用グリップ
                     「ニーパロⅡ」販売開始

2015年  3月　東京証券取引所マザーズ、
                  　福岡証券取引所Q-Boardに上場
　　　　 4月　 資本金5億8,205万円に増資             
             8月　 富若慈（上海）貿易有限公司（プラッツ）上海設立　　
　　　  12月　 在宅介護用ベッド「ミオレットⅡ」
                     木製宮付タイプ、木製フラットタイプ 販売開始
           12月　 介護施設用電動ベッド
　　　　　　　「アルティレット」宮付タイプ 販売開始

2016年 2月　電動ヘッドレスト付リクライニングベッド
               　　「ケアレットドルーチェ」 「ケアレットネオアルファⅡ」
                     「ケアレットフォルテⅡ」 「ケアレットシンプリー」
                     販売開始
             3月　本社移転（福岡県大野城市）
     4月　「人感センサー付フットライト」販売開始
    7月　「徘徊感知器・離床センサー」販売開始
　　　　 8月　医療施設用電動ベッド「P300シリーズ」販売開始

2017年 1月　超低床介護用ベッド「ラフィオ」で
　　　　　　　JIS認証取得、販売開始

           12月　介護施設用電動ベッド「アーデル」販売開始

創業時社屋 カタログVol.01 PKBシリーズ PLATZ VIETNAM CO.,LTD. ミオレット 国際福祉機器展2016東証マザーズ上場

PLATZ CO.,LTD.
COMPANY GUIDANCEPLATZ CO.,LTD.
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「使って良かった」「買って良かった」
「売って良かった」を実現する

プラッツの強み

プラッツはお客様との共存共栄体制を確立し、
コストパフォーマンスに優れた製品と安心の
アフターサービス体制で、お客様へ3つの

「良かった」をご提供します。

①産学連携+お客様からの声を活かした設計・開発
現場のニーズに応じた製品設計の実現

高い品質と低価格の実現
②海外自社工場（一部製造委託）による製造

ベッドのご利用者様への、高いレベルの安全性確保と
サポートの充実

③販売店様経由での製品供給

安全
サポート

要望・評価・不具合情報

安全
サポート

安全・サポートベッドご利用者様要望・評価・不具合情報

社外の安全事故情報

プラッツベトナム・委託工場

産学連携による設計・開発

製品開発 Development

4,388件
全国各地の施設導入数

（1999/06〜2017/06の18年間累計）

428,000台
ベッド総販売台数

より人間工学に基づいた製品開発を行うため、2010年より佐賀
大学医学部の松尾准教授との共同開発をスタートしました。
以後、開発アドバイザーの吉川先生、山形先生をはじめ、多くの
先生方からの専門的なアドバイスのもと、お客様に満足していた
だける製品開発に日々取り組んでおります。
また、プラッツはお客様からのご要望やご意見を製品開発に活かす
仕組みも整っており、大きな強みになっております。

超低床介護用ベッド 「ラフィオ」自動ロック式ベッド用グリップ
「ニーパロ」シリーズ

（佐賀大学との共同開発品）

近代車いすや福祉機器開発の第一人者。大学生時代に交通
事故で車いす生活となるも、多くの福祉機器メーカーと研究
開発を行い福祉機器の発展に寄与。車いすやベッド、移乗
機器、移動用具などの特許は30を超える。また、1750軒を超える障がい者のための
住環境設計を行うなど、30年に渡り障がい者や高齢者の自立（律）生活をサポート。
日本リハビリテーション工学協会や福祉住環境コーディネーター協会、日本障がい者
スポーツ学会などの理事を歴任。車いすテニスを日本に広めた先駆者でもある。 
著書：「障害受容はいのちの受容」など。

株式会社ふつうのくらし研究所
代表取締役
一般社団法人福祉用具活用相談センター
理事長
理学療法士

コネクトリハビリテーション
代表
作業療法士

PLATZ CO.,LTD.
COMPANY GUIDANCEPLATZ CO.,LTD.

COMPANY GUIDANCE

吉川 和徳 先生

山形 茂生 先生

佐賀大学 医学部 地域医療科学
教育研究センター 福祉健康科学部門

松尾 清美 准教授

共 同
開 発

6
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アフターサービス製造工場・品質管理 Customer ServiceQuality

高品質・高機能な製品作りを実現 安心できるアフター体制の取り組み
年々高まるお客様からのご要望にお応えするために、2012年
8月、ベトナムに自社工場を設立しました。
高度な設備の投資・検査体制の厳格化・ベトナム社員の教育
体制を徹底したことにより、高品質・高機能な製品作りを実現
し、また海外製造の利点である低コストでの製造により、コスト
パフォーマンスに優れた製品の提供を可能にしております。

プラッツのアフターサービス部門は「納入いただいてからが
お付き合いの始まり」を合言葉に、自社購入の販売店様へは
メンテナンス講習会の実施、納入施設様へは約2万台を超える
無料点検を実施し、安全と安心のサービスを迅速かつ丁寧に
ご提供しております。

■PLATZ VIETNAM CO.,LTD.（プラッツベトナム）
・ 従業員数：166名
・ 工場総面積：27,784㎡
・ 2013年4月 JIS工場認証取得

■充実した設備
日本製の最新鋭溶接ロボットによる溶接時間の効率化、熱変形の
リスク低減や、ED塗装と粉体塗装を1工程で行うことができる塗装
ラインによる大幅な時間短縮など、全体的な品質、効率の向上を実現。

■国内検査体制
国内入荷時の基準に基づく定期的な検査の実施と製造現場への
フィードバックによる品質の向上を実現。

■日本での研修制度
品質管理体制の強化を目的に、プラッツベトナムのQC責任候補者
のプラッツ本社における研修を実施。製造工場の品質向上に努めて
います。

■各拠点にアフターサービス社員を配備
北海道営業所（北海道札幌市）、東北営業所（宮城県仙台市）
関東支店（東京都港区）、東海支店（愛知県名古屋市）
関西支店（大阪府大阪市）、中四国支店（広島県福山市）
九州支店（福岡県大野城市）

■部品センター
本社内（福岡県大野城市）

■アフターサービス社員による定期訪問の実施
メンテナンス講習会、商品取扱説明会、安全点検の実施

■トレーサビリティ
　プラッツ+製造工場+物流会社が一つのバーコード、製造
　番号等によりリンクされており、「いつ」「なにが」「どこに」
   「何台出荷されたのか」の追跡調査が可能です。

製造工場

国内倉庫 受注センター・
カスタマーサービス課

お客様

オーダー

バーコード

バーコード
製造番号

出荷、実績データ

出荷指示（出荷番号）

出荷番号、バーコード、
製造番号がリンク

不具合対応

ご注文、不具合情報

プラッツ本社

PLATZ CO.,LTD.
COMPANY GUIDANCEPLATZ CO.,LTD.

COMPANY GUIDANCE8
9



会社案内 About us ※2018年4月1日現在

株式会社プラッツ
英文名（PLATZ Co.,Ltd.）

1992年7月3日

5億8,205万円
（東証マザーズ、福証Q-Board上場 
  証券コード:7813）

95名(単独)、255名(連結)

北海道（札幌市） 
宮城県（仙台市）
千葉県（野田市）
愛知県（海部郡）
大阪府（大東市）
福岡県（福岡市）

富若慈（上海）貿易有限公司
PLATZ VIETNAM CO.,LTD.

医療・介護用ベッド、マットレス等
ベッド周辺機器の製造販売

医療機器・施設設備販売会社、家具販売店

医療・介護ベッド安全普及協議会
 （公社）関西シルバーサービス協会
 （一社）全国福祉用具専門相談員協会
  （一社）日本ノーリフト協会
  （一社）日本福祉用具供給協会
 （一社）日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）
 ふくおか医療福祉関連機器開発・実証ネットワーク

設立

社員数

関連会社

営業品目

主販売先

物流拠点

資本金

名称

参加団体

32

44 45
48

42

50

38

50

55

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

億円

19期 21期 22期 23期 24期 25期20期

財務経理課

経営企画課

管理統括部

商品統括部

営業統括部

管理部

購買物流部

商品開発部

品質保証部

東日本営業部

西日本営業部

営業推進部

海外営業部

設計開発課

商品企画課

関西支店

中四国支店

九州支店メディカル
営業部

カスタマー
サービス課

営業推進課

受注業務課
（受注センター）

東北営業所

北海道営業所

関東支店

東海支店

人事総務課

株主総会

内部統制委員会

内部監査室

取締役会

監査役会

経営会議代表取締役

※23期より連結決算の数値を記載しております。

Vietnam

PLATZ VIETNAM
製造工場

VietnamVietna

China富若慈（上海）貿易有限公司

海外拠点

国内拠点

本社／九州支店／ショールーム

関西支店／関西ショールーム

中四国支店

東北営業所

北海道営業所

東海支店／東海ショールーム

関東支店／関東ショールーム

会社概要

営業拠点

売上高の推移

組織図

PLATZ CO.,LTD.
COMPANY GUIDANCEPLATZ CO.,LTD.

COMPANY GUIDANCE10
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PLATZ CO.,LTD.
COMPANY GUIDANCEPLATZ CO.,LTD.

COMPANY GUIDANCE

製品概要

  

自然なリクライニング姿勢により床ずれ・誤嚥リスクを低減
ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド

対象疾患を広げ、使いやすさと安全性がさらに向上したスタンダードモデル

2分割構造で簡単組立 ベッド用グリップも装着できるベーシックモデル
美しい木目調のデザインと、電動ヘッドレスト機能がもたらす上質なくつろぎの空間

さまざまな介護環境、身体状況に対応する進化した介護施設用ベッド

背上げ時のズレ力の緩和と、リラックスできる安楽な姿勢を追求

 

Product

介護用電動ベッド 医療施設用電動ベッド

介護施設用電動ベッド介護施設用電動ベッド

電動ヘッドレスト付リクライニングベッド

病院や介護施設から皆さまの
ご家庭まで
私たちプラッツは「高品質」「高機能」「低価格」をテーマに、コストパフォー
マンスに優れたベッドを製造しております。
価格を抑えたスタンダードモデルから、ユニバーサルデザインを追求し様々な
身体状況に対応できる高機能モデル、またヘッドボードに収納スペースを
設けた業界初の「宮付きベッド」や、移乗行為を楽に行うことができる膝
パッド付きのベッド用グリップなど、介護環境の改善を実現する今までに
ない商品を生み出しています。

12
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