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経営理念

犬猫の殺処分

ペットの高齢化

社会保障費
増大問題

障がい者の就労
8050問題

障がい者GH*不足

空き家問題

社会問題を事業で解決している会社です。（＊GH=グループホーム）

私たち株式会社アニスピホールディングスは、

「Issue driven company」

（社会課題を解決することによって成長していく会社 ）として

全社一丸となって取り組んでいます。

Issue Driven Company

株式会社アニスピホールディングス  
代表取締役
株式会社空き家活用研究所、株式会社キュワンシステム、 
株式会社アイデアル 取締役兼務 
一般社団法人サービス管理責任者協会理事
医療法人杏林会理事
株式会社トリプルダブリュー顧問
株式会社東京社中代表取締役
一般社団法人グラミン日本アドバイザー・ボードメンバー

藤田英明（Hideaki Fujita）

アニスピホールディングス代表取締役の藤田英明です。
私たちアニスピホールディングスは、社会問題を事
業で解決し続ける「Issue Driven Company」と
して、「人間福祉と動物福祉の追求」を理念に掲げ、
日々成長している会社です。

現在、日本の障がい者数は約 9 9 0万人（対人口比
率は約 8.25パーセント）。そのうち、9 0 0万人は
軽度から中度の障がい者の方々で、多くの方が社
会の中での生きづらさを感じています。
また、日本の犬猫殺処分は年間 4 3,0 0 0頭（H3 0）
と大変多く、動物愛護先進国のヨーロッパ諸国と
比較すると、非常に遅れを取っています。

私たちは、ペット共生型グループホーム「わおん」
「にゃおん」の展開を通して、圧倒的に足りていない
障がい者グループホームを全国に整備し、社会の中
で誰もが安心して暮らせる「場」を創ること、そして
罪なくして人間の身勝手により失われる動物の命
を一つでも多く救いたいと心から願っています。

「わおん」「にゃおん」事業を中心に据えなが
ら、100％動物看護師によるペットシッター
サービス「ケアペッツ」、老犬福祉のための老
犬ホーム「Doggy's Home」や、フィットネス型
障がい者デイサービス「ワーカウト（WORK OUT）」、

福祉事業に必要なサービス・物販ECサイト「ふく
すけ」事業、子会社の「空き家活用研究所（不動産
事業）」「アイデアル（代表者・役員全員が障がい当
事者）」「キュワンシステム（給付費請求システム開
発販売）」と関連会社の「スターメッド（人材紹介事
業）」など様々な事業活動を通じて、障がい者を取
り巻く環境・動物殺処分・精神障がい者の急増・空
き家問題・8050問題・ペットとお年寄りの老老介
護問題などなど、社会の課題に取り組むと共に、虐
待やネグレクト、貧困に苦しむ子供達が、多感な時
期に十分な教育と感性を養い、自身の夢を叶えられ
る児童養護の観点から事業の開発にも取り組んで
まいります。今後も、人と動物が共生できる豊かな
社会の実現のため、全社一丸となって全力で事業を
推進してまいります。

また、社会情勢が多様化かつ大きく変化していく中
で、非財務的な取り組みも経営上の重要課題と位置
づけています。社会貢献型の自社ブランド「Issue 
Driven」の取り組みを通して、障がい者支援団体
や動物の保護団体への寄附活動など、社会のサス
テナビリティへの貢献も追求してまいります。

私たちは引き続きホールディングス全体で体制を
強化し、時代のニーズをいち早くキャッチし、社会
の問題を解決しながら成長して参ります。

東京都出身 
明治学院大学社会学部社会福祉学科（専攻：精神障害者福祉と生活保護制度） 
・内閣府規制改革会議参画 
・首相公邸で講演

【メディア出演】 
NHKニュースおはよう日本 /NHK eテレ /テレ東WBS/ 
日本経済新聞 /読売新聞 / J-WAVE /日経ヘルスケア/ 
高齢者住宅新聞 /介護ビジョンなど多数

【著書】 
図解でわかる介護保険ガイド（アニモ出版） 
社会保障大国日本（幻冬舎）／介護再編（Discover21）

アニスピホールディングスが目指す社会 代表者挨拶

令和 2 年 11 月吉日
株式会社アニスピホールディングス　代表取締役

【経歴】

19 9 8年から 2 0 0 3年まで、社会福祉法人の相談員・事務長・施設長・理事等として従事。2 0 0 3年、夜間対応型のデイサービス（保険
内と保険外を組み合わせた日本で初めての「混合介護」サービス）を行う施設を埼玉県で起業。2 0 15年にはその事業モデルを北海道
から沖縄まで全国に 9 5 0事業所展開し「世界で一番多くのデイサービス」を開設。そうした中、障がい者の雇用策として焼鳥屋を開業
するも敢え無く失敗（黒歴史）。介護サービスで台湾に進出。内閣府規制改革会議に参画。首相公邸で講演。現在は、サービス付き高齢
者住宅（ナーシングホーム・ホスピスホーム）や訪問看護事業、病院の経営などを行うとともに、動物看護師によるペット（犬・猫・亀・う
さぎ・スナネズミ・鳥・カメレオンなどなど）の訪問介護・看護などのホームケアサービスを全国に展開。さらに 2 0 18年からは「ペット
共生型障がい者グループホームわおん /にゃおん」をレベニューシェア方式で全国に展開（2 0 2 0年 11月現在 3 7 0拠点）し、「わおん /
にゃおん」事業所で保護犬・猫の引き取りを推奨し、殺処分される「命」を１つでも減らし、同時にアニマルセラピー効果によって入居者
の生活の質（Q O L）の向上に取り組むと共に、入居者の一般企業への就職を推進し、社会保障費の削減にも取り組んでいる。

ひでっちの福祉経営チャンネル
https: //bit .ly/3 5JdlWL

01 0 2



URL https://anispi.co.jp/

YouTube https://bit.ly/3 3jFRMW

【お江戸障がい者グループホームわおん・にゃおん】
■A棟（定員4名）　■B棟（定員3名）　■C棟（定員4名）
■D棟（定員5名）　■E棟（定員7名）新築

【わおん障がい者グループホームお花茶屋】
■お花茶屋（定員 8名）

会 社 名 株式会社アニスピホールディングス

所 在 地 〒102-0074 
 東京都千代田区九段南 3-1-1  
 久保寺ビル 3F

代 表 者 藤 田 英 明

設立年月 平成 28年 8月5日

資 本 金 5 3,000,000円 

取引銀行 三井住友銀行・みずほ銀行 
 きらぼし銀行・常陽銀行

2018年8月に募集を開始し、オープン累計は214法人・370拠点
（2020年11月時点）

役員紹介 会社概要

わおん・にゃおんのグループホーム展開

北海道／東北（秋田・岩手・宮城・福島・山形）／関東（東京・埼玉・千葉・神奈川・群馬・茨城・栃木） 

中部（富山・石川・愛知・静岡・長野）／近畿（京都・大阪・兵庫・三重） 

中国（山口・岡山・広島）／四国（香川・愛媛）／九州（福岡・長崎・熊本・鹿児島・宮崎・大分・佐賀・沖縄）

参画企業
GH

Chiba

Tokyo

■男性棟
■女性棟
■ファミリー棟

（2020年11月現在）

直営GH

35都道府県で展開

取締役
菅原 渚

取締役
桝本 幸典

取締役
株式会社空き家活用研究所 代表
株式会社キュワンシステム 代表 兼務

三井 大志

社外取締役
辻川 泰史

株式会社アイデアル 代表取締役
飯野 由布

取締役
西本 未里

取締役
山本 裕貴

取締役
白井 孝明

取締役
森重 貴之

その他、都内・千葉エリアで生活介護施設設置予定！

お江戸わおん相談支援事業所

訪問看護ステーション靖国

※GH＝グループホーム

【わおん障がい者グループホーム西船橋】
■西船橋（定員 6名）　

【わおん・にゃおん障がい者グループホーム 
八千代中央】
■ゆりの木台A（定員 3名） ■高津（定員 6名）
■ゆりの木台B（定員 3名）
■大和田新田（定員 4名）■大和田新田B（定員 4名）

【わおん障がい者グループホーム習志野】
■本大久保（定員 5名）　■高津（定員 6名）

【わおん障がい者グループホーム市川大野】 
■市川大野A（定員７名）
■市川大野B（定員７名）

生活介護ワーカウト（船橋）

TVCMはコチラ

【わおん障がい者グループホームなにわ】
■なにわ（定員4名）

新築
新築

大阪

監査役
高橋 弘行

Takayuki

   Morishige

Miri
   Nishimot

o

YouTube

Facebook Twitter

　　@anispiholdings

　　@official_anispi

kahi
ro
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沿革 アニスピホールディングス  グループ概要

アニスピホールディングス グループ各社で人の福祉とペットの福祉に必要とされるトータルサポートを提供しています。

株式会社アニスピホールディングス

空き家活用研究所
空き家の開発・
再利用提案

物件

スターメッド
障がい福祉・保育・看護・介護

人材サービス

人材紹介

アイデアル
当事者のための

ウェブメディアプラット
フォーム運用

情報運営管理システム

キュワンシステム
障がい領域のシステム

「しょーあっぷ」の開発・販売

職能団体 一般社団法人サービス管理責任者協会
日本初のサービス管理責任者の職能全国団体

子会社および関連会社

販売

物販事業
グループホーム
開設時・

運営のための物販

ペットシッター

ケアペッツ事業
ペットシッター＆
看護サービス

お客様

生活介護

ワーカウト事業
フィットネス型
障がい者
デイサービス

障がい者グループホーム・
高齢者介護施設・
訪問看護ステーション

わおん・にゃおん事業

コンサルティング 老犬ホーム

ドギーズホーム事業
ペットホテル＆

犬の介護・看護施設

CARE PETSのフランチャイズ（FC）加盟店募集開始9月

2018 淑徳大学短期大学部名誉教授・亀山幸吉氏が顧問に就任4月

千葉県八千代市にペット共生型障がい者グループホーム「わおん」1号店開設5月5月

ペットフード協会正会員に加入12月
1日

11月
1日 障がい者グループホーム「わおん」「にゃおん」累計100拠点 突破

5月
障がい者グループホーム
「わおん」「にゃおん」累計200拠点 突破

2016 株式会社 CARE PETS 設立8月
5日

子会社 株式会社空き家活用研究所 設立10月
1日

子会社 株式会社キュワンシステム 設立10月
1日

2019 子会社 株式会社スマートフクシ 設立4月
26日

株式会社アニスピホールディングスへ社名変更8月
1日

2020 子会社 株式会社アイデアル 設立1月
24日

オフィス移転（九段下）4月
13日

障がい者グループホーム
「わおん」「にゃおん」累計300拠点 突破／生活介護 障がい者デイサービス ワーカウトFC募集開始

９月

生活介護 障がい者デイサービス ワーカウト開設7月

ペットホテル＆犬の介護・看護施設 Doggy's Home オープン予定12月

人材紹介会社スターメッド株式会社の株を48％取得し筆頭株主に11月

ECサイト ふくすけ オープン10月

代表取締役藤田、一般社団法人グラミン日本のアドバイザー・ボードメンバー就任

ひでっちの福祉経営チャンネル開設
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株式会社アニスピホールディングス

子会社および関連会社

ペットシッター & 看護サービスを全国で展開。サービススタッフ全員
が動物看護師の資格を取得しています。
動物取扱業：保管 16 東京都保第 0 05271号

【実績】
直営店舗：本店（千代田区）、江戸川店
加盟店舗：9法人（新大阪店／茅ヶ崎店／鎌倉店／藤沢店／
つくば店／文京店／杉並・世田谷店／京都南店／松本店）
https://care-pets.jp/

ペット共生型 障がい者グループホーム 
「わおん」「にゃおん」事業

ペット共生型障がい者グループホームの立ち上げコンサルティング
事業。そのほか、精神科訪問看護ステーション、相談支援事業所など
を展開しています。

【実績】
直営店舗：16拠点+相談支援事務所+訪問看護ステーション
参画店舗：214法人370拠点
https://anispi.co.jp/waon/

フィットネス型 生活介護 障がい者デイサービス 
ワーカウト事業

「うごく、たのしむ、ハッケンする」をコンセプトに、フィットネスを取り入
れた新しい形の障がい者デイサービス。脳へ良い刺激を与え、体力の
向上と心身の健康を保ちます。

【実績】
直営店舗：千葉県船橋市

https://anispi.co.jp/workout/

所在地　〒102-0074 東京都千代田区九段南 3-1-1 久保寺ビル3F
代表者　代表取締役　三井 大志
資本金　5,000,000円
設　立　2018年10月1日

障がい領域の運営管理・請求システムの開発・販売、動画・音声の AI 
による解析および、API の開発・販売を行っています。

http://curewansystem.com/

【グループホームへのシステム販売実績】
「しょ～あっぷ」障がい者グループホームに特化した請求ソフト 188社導入

株式会社キュワンシステム

所在地　〒102-0074 東京都千代田区九段南 3-1-1 久保寺ビル3F
代表者　代表取締役　三井 大志
資本金　8,000,000円
設　立　2018年10月1日
免　許　東京都知事 (1)第102874号

https://akiya-labo.co.jp/

【グループホーム向け賃貸仲介実績】
１２５件

障がい者グループホームや介護・福祉医療事業用の空き家物件の情報
収集と物件提供、土地の有効活用提案をしています。

株式会社空き家活用研究所

所在地　〒160-0022 東京都新宿区新宿3-9-5 ゴールドビル5階
代表者　代表取締役　石田 史郎
資本金　44,000,000円
設　立　2006年7月25日
免　許　有料職業紹介事業 13-ユ-305230

障がい福祉領域の人材サービス、サービス管理責任者を中心とした人材
紹介・キャリアコンサルティングを実施しています。

https://starmedgroup.co.jp/

【サービス登録者数】
約1,000名

スターメッド株式会社

所在地　〒102-0074 東京都千代田区九段南 3-1-1 久保寺ビル3F
代表者　代表取締役　飯野 由布
資本金　5,000,000円
設　立　2020年1月24日

ウェブでの情報発信、当事者のネットワーク構築、放課後デイサービス、
企業人事担当者向け講習などを展開しています。

https://ai-deal.jp

【運営ウェブサイト】
「あいである広場」メディアオープンから 8ヵ月で71万PV

株式会社アイデアル 

※すべて2 0 2 0年 11月1日現在のものです

アニスピホールディングスのサービス・子会社紹介・実績

ペットのホームケアサービス 
ケアペッツ事業

所  在  地　〒102-0074 東京都千代田区九段南3-1-1 久保寺ビル3階
代表理事　亀山 幸吉（淑徳大学短期大学部名誉教授）
設　　立　2019年4月16日

サービス管理責任者職能団体として、障がい福祉の課題を組織の力
で解決し、障がい福祉を発展させ、社会に貢献します。

https://sabikan.or.jp/

一般社団法人 サービス管理責任者協会

【会員数】
180名

有資格者が愛犬それぞれに合ったケアを行います。プロの整体師に
よる施術や、日中預かり＆ペットホテルサービスも提供しています。
動物取扱業：保管埼玉県第 5 6-0 3 67 号
　　　　      譲受飼育埼玉県第 5 6-0 39 8 号

【実績】
直営店舗：埼玉県北本市（2020年12月オープン予定）

https://anispi.co.jp/doggys-home/

ペットホテル＆犬の介護・看護施設 
Doggy ʼs Home事業

福祉事業を展開するために必要なコンテンツを簡単に検索、発注す
ることができます。
一括で揃うので、時間の節約、管理の簡素化ができ、業務の効率を上
げます。

https://fukusuke.anispi.co.jp/

福祉事業を助けるオンラインストア 
ふくすけ事業
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福祉業界マーケット情報

日本の殺処分の現状

日本の殺処分数は減少傾向にありますが、現在でも年間 38,444 頭（犬 7,687 頭・猫 30,757 頭）に上ります。

環境省では、統計上一律だった「殺処分」を以下の通り分類しています。

殺処分数 3 8,4 4 4頭
（うち幼齢個体は、犬1,692頭・猫20,234頭）

譲渡することが適切でない
（治療の見込みがない病気や攻撃性がある等）

分類1

分類1以外の処分分類2

引き取り後の死亡分類3

犬の殺処分数

3,840
3,000
847

猫の殺処分数

11,477
12,682
6,598

各自治体が「譲渡適
正あり」と判断した
ものの、収容スペー
スなどの理由により
殺処分された命

※出典：動物愛護管理行政事務提要令和元年版

アニマルセラピーの効果

動物を使ったセラピー手法のことで、動物介在療法と動物介在活動があります。わ
おん・にゃおんのグループホームは、動物とのふれあいにより生活の質の向上を目指
す動物介在活動によって、入居者の精神面のケア・社会復帰などを支援しています。

アニマルセラピーとは

ペットと共に生活をしている人はストレスに対する生理的反応がより健全なだけで
はなく、安静時の心拍数や血圧が低いほか、軽度のストレスに対する心血管系の反
応性が低く、回復も早いなど、近年様々な研究が進んでいます。

動物が人間の健康に与える影響

犬と散歩をしていると飼い主たちが自然と会話をするように、動物は人種・文化・身
体・社会経済的な相違を乗り越えた人々のつながりを作るとされており、コミュニ
ケーション手段として心の通じ合う健全な地域社会を作る手助けになってくれます。

動物がもたらす地域社会への恩恵

当社は、
動物介在活動による
生活の質（QOL）の

研究にも
取り組んでいます

※参考文献 『アニマルセラピーとは何か』横山章光／『人と動物の関係学ポケットブック』ウォルサム研究所

介護保険法が2000 年に施行されてから、

福祉業界では様々なトレンドがありました。

障がい者向けの通所の福祉サービスが拡

大している現在は、「住まい」をサポートす

る障がい者グループホームが求められて

いる時代だと考えられます。

こんなにある！

動物が人にもたら
してくれるもの

※参考：厚生労働省「介護給付と保険料の推移」
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