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多様化する高齢社会のニーズに
今までにない商品・サービスで応えてまいります

　急速に高齢化が進む日本。高齢化率だけでなく、そのスピードも世界トップク
ラスでありながら、介護、医療、健康関連の商品やサービスは充実しているとは言
えない状況です。
　高齢者のあり方も変化する中、私たちは多様化するニーズを的確に捉えることで、
暮らしを支え、人生を豊かにする商品・サービスを生み出してまいりました。
　今後も製販一貫体制を活かし、経営資源を集中させて、今までにない商品・
サービスの開発や販売に尽力し、高齢者はもちろん高齢者を支える人たちにとっ
ても豊かさとやさしさのある社会の実現を目指します。そして、世界に通用する商
品とサービスで、ヨーロッパ諸国、アジア諸国の高齢化にも貢献してまいります。

Japan, a country with a rapidly aging population, has the highest aging rate in the world 
with a speed that is unprecedented. However, the products and services for long-term 
nursing care, medical care, and health-related care are far from being able to ful�ll 
current needs.
France Bed has innovated products and services to support the lifestyles and enrich the 
lives of the ever-changing face of the elderly by accurately capturing their diverse needs.
Taking advantage of our integrated system of manufacturing and sales, France Bed will 
focus al l it s management resources on its commitment to the development of 
never-before-seen products and services, as it aims to create a rich and kind society for 
the elderly and for those that support the elderly. We will continue to serve the aging 
population in countries in Europe and Asia with our world-class products and services.

France Bed caters to the needs of a diverse, aging society with a unique 
and never-before-seen lineup of products and services.

創造と革新により、
「豊かさとやさしさ」のある暮らしの
実現に貢献するヒューマンカンパニーを目指します。
France Bed aims to be an a�ectionate company 
that helps people live a�uent,
relaxing lives through creation and innovation.

経営資源の有効活用を図り、
グループの総合力を強化します。
We will strengthen the group’s overall power by making e�ective use
of its business resources.

株主価値最大化の追求。
付加価値の高い新商品・新サービスを創造します。
We will achieve the greatest possible value for our shareholders.
We will create new and highly valuable products and services.

フランスベッドホールディングス株式会社
代表取締役社長

FRANCE BED HOLDINGS CO.,LTD.
President & C.E.O.

SHIGERU IKEDA

経 営 理 念
C or p or ate  ph i los ophy

いままでなかった

毎日をつくる。
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人々が活き活きと暮らせる高齢社会に向けて
常に先進的で独創的な商品・サービスを
提供し続けることによって社会に貢献し、
潤いのある生活の実現を提案していく企業を目指します

当社グループは本格的な高齢社会で求められるニーズを的確に捉え、潤いのある生活
の実現に向けた商品・サービスを提案してまいりました。メディカルサービス事業では
福祉用具レンタル事業のパイオニアとして、また福祉用具のメーカーとして、今後もノウ
ハウを活かした新たな商品やサービスを開発。インテリア健康事業では付加価値の高
い競争力のある独自商品の開発に注力することで、安定的な収益確保が可能なビジネ
スモデルの構築を図り、グループ全体で確実な成長を推進してまいります。

We have accurately captured the real needs demanded by today’ s aging society, and o�er 
products and services that allow people to create a rich life. As a pioneer in the welfare 
equipment rental business for medical services and as a manufacturer of welfare equipment, 
France Bed develops new products and services that take advantage of future know-how. In 
the home furnishings and health business, we aim to develop a business model that can 
return stable earnings and promote reliable growth for the entire France Bed group by 
focusing on the development of original, high-value-added, and highly-competitive products.

We are a company that aims to contribute to society by continuing to o�er always 
advanced and innovative products and services marketed to today’ s aging society 
to help people enjoy an active life, and by continuing to recommend 
our products and services to also help people enrich their lifestyles. 

グループビジョン＆事業ドメイン
３つのセグメントを担う
グループ会社G r o u p  v i s i o n s  &  B u s i n e s s  D o m a i n s

▪ 医療・介護用ベッド、福祉用具の製造、仕入、
 レンタル、小売及び卸売
 Manufacture, stock, rental, retail, and wholesale of 
 welfare equipment and beds for medical and nursing care  

▪ 病院・ホテル等のリネンサプライ
 Linen supply for hospitals and hotels

メディカルサービス事業
M e d i c a l  s e r v i c e s  b u s i n e s s

事業の概要 Business Overview

フランスベッド株式会社
FRANCE BED CO., LTD.

主要な会社 Major Companies

株式会社 翼
Tsubasa Co., Ltd.

江蘇芙蘭舒床有限公司
JIANGSU FRANCE BED CO., LTD.

フランスベッドメディカルサービス株式会社
France Bed Medical Services Co., Ltd.

▪ ベッド、家具類、寝装品等の製造、仕入及び卸売
 Manufacture, stock, and wholesale of beds, 
 furniture, and bedding

インテリア健康事業
H o m e  f u r n i s h i n g  a n d  h e a l t h  b u s i n e s s

事業の概要 Business Overview

フランスベッド株式会社
FRANCE BED CO., LTD.

主要な会社 Major Companies

東京ベッド株式会社
Tokyo Bed Co., Ltd.

フランスベッドファニチャー株式会社
FRANCE BED FURNITURE CO., LTD.

江蘇芙蘭舒床有限公司
JIANGSU FRANCE BED CO., LTD.

G
roup visions &

 B
usiness D

om
ains

▪ 戸別訪問販売
 Door-to-door sales

▪ 日用品雑貨販売
 Sales of household supplies 

▪ 広告・展示会場設営及び不動産賃貸等
 Arrangements for advertising and exhibition halls, 
 real estate rentals, other

その他 O t h e r

事業の概要 Business Overview フランスベッド株式会社
FRANCE BED CO., LTD.

主要な会社 Major Companies

フランスベッド販売株式会社
FRANCE BED SALES CO., LTD.

株式会社エフビー友の会
FB Tomonokai Co,Ltd.

フランスベッドホールディングス
株式会社

FRANCE BED HOLDINGS 
CO.,LTD.

グループ各社間の垣根を取り払い、互いの強みを
発揮。さらに海外に広がる拠点網を活かし、グルー
プ全体で事業を推進しています。

Eliminate barriers between group companies to 
demon strate each othe r’ s  s t reng th s .  We are 
p romot ing  b u s in e s s  a s  on e  g rou p b y  ta k ing  
advantage of the networks that have expanded 
overseas.

当社グループの事業は「メディカルサービス事業」、「インテリア健
康事業」、「その他」の３つのセグメントによって構成されています。
これら３つのセグメントが一体となり、元気な高齢者のための商品
を提供する「リハテック」事業に取り組んでいます。

�e France Bed group businesses are comprised of three segments: 
medical services, interior and health, and other services. �ese three 
segments combine to form “Reha Tech,” which o�ers products for 
active seniors.

グループの成長を支える３つのセグメント
�ree segments to support the growth 

of the France Bed group
Group companies responsible 
for the three segments

メ
デ
ィ
カ
ル
サ
ー
ビ
ス
事
業

M
edical services business

イ
ン
テ
リ
ア
健
康
事
業

H
om

e furnishing and health business

そ
の
他

O
thers

介護保険給付などを利用しない
アクティブシニアのための独自ブランド

France Bed’s original brand for active seniors that 
do not use long-term care insurance bene�ts

リハテック
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France Bed recommends our own original products and services through 
partnerships between the group’ s production and development divisions that 
manufacture and develop beds, furniture, and nursing care products for the 
home and facilities, and the sales and marketing divisions that have developed 
sales networks comprising their own stores and a�liated agencies nationwide. 
Since the start of the �rst rental service for beds for long-term care in Japan in 
1983, France Bed has pursued an environmentally-friendly, warm, and easy 
life for our customers. In the future, we will continue to provide total support to 
nursing and medical care services in the home and outside facilities.

As a leading company in this �eld, we are unfolding our own lineup of 
original products and services that will be helpful for our users, as 
well as those that provide assistance to these users.

メディカルサービス事業

在宅、施設向けのベッドや家具、介護用品等を手がける生産・開発
部門と、全国の自社店舗および提携代理店の販売網を持つ営業・販
売部門とが一体となり、独創的な商品・サービスを提案しております。
1983年に日本で初めて療養ベッドのレンタルサービスをスタートさせ
て以来、環境に配慮し、やさしさのある暮らしを追求してまいりました。
今後も在宅、施設における介護、医療サービスをトータルにサポート
してまいります。

業界のリーディングカンパニーとして
利用者の方はもちろん、介助の方にもやさしい
独自の商品・サービスを展開しています

M
edical services business

自動寝返り支援ベッド
Powered turning bed

リネンサービス
Linen service

リハビリ・医療機器レンタル・販売
Rental and Sales of Rehabilitation 
and Medical Device 

福祉用具レンタル・販売
Rental and Sales of Welfare Goods

病院、福祉施設のトータルプロデュース
Total design of hospital & welfare facilities.

前後安心車いす
「転ばなイス」

Safety Wheel Chair, 
preventing the risk of falling down 
toward the direction of front and rear, 
“ KOROBANAISU ”

M e d i c a l  s e r v i c e s  b u s i n e s s
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Since the founding of France Bed, our production and development divisions have 
been working on the creation of diverse products ranging from furniture and interiors 
to health equipment, including the development of beds and bedding that utilize 
research in the quest for a pleasant and comfortable sleep. Our sales divisions have 
established a wide range of sales channels nationwide, including furniture stores, 
department stores, interior shops, and hotels. By taking advantage of the original 
know-how that has been built up by these divisions, France Bed will continue to 
contribute to the creation of richer and newer lifestyles through its unique products 
and services. 

As a leading manufacturer in the furniture and interior industry, France Bed 
o�ers high-value-added, high-performance, and highly-original products, 
and continues to pursue the creation of a rich lifestyle for our customers.

インテリア健康事業

創業以来、追求してきた快適な睡眠のための研究を活かしたベッド・寝装
品の開発にはじまり、家具・インテリアから健康機器まで多彩で価値ある商
品づくりに取り組んできた生産・開発部門。そして、全国の家具店、百貨店、
インテリア専門店、宿泊施設など、幅広い販路を確立している営業部門。
この２つの部門が構築してきた独自のノウハウを活かし、これからも今まで
にない商品・サービスによって、より豊かで新しい生活文化の創造に寄与し
てまいります。

家具・インテリア業界におけるトップメーカーとして
高付加価値、高機能の独創的な商品をご提案し、
豊かさのある暮らしを追求し続けています

H
om

e furnishing and health business

H o m e  f u r n i s h i n g  a n d  h e a l t h  b u s i n e s s

オリジナリティ溢れるデザインの
セミオーダーベッドフレーム「ACCENTA」
Easy Order System for Bed Frame “ACCENTA”
You can make your own choice of bed frame.

ホテルなどのトータルプロデュース
Total design of accommodation facilities

厳しい品質基準を
クリアした国内一貫生産の
高品質羽毛ふとん「JOORYU」
High Quality Down Quilt, “JOORYU” ,
produced by domestic overall production. 
Cleared very stringent quality standard.

グランマックス
GRANMAX

シートタイプ
マッサージ器
「もみ名人 極み」

�e seat massager can be simply attached 
to chair or sofas, and you can enjoy 
a relaxing massage.

世界の一流ホテルで
数多く採用されている「スランバーランド」
"Slumberland" used in great number in 
�rst-class hotels around the world.
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その他

France Bed o�ers useful products throughout the country 
under the keywords of health and comfort.

Under our third bu s iness  segment ,  we are commit ted to 
maintaining close contact with local areas and providing our 
customers with useful products through door-to-door sales, 
exhibition sales ,  and store sales .  In conjunction with the 
diversi�cation of lifestyles, we propose products that will help 
people lead rich and healthy lifestyles, from furniture and interiors 
to health equipment, fashion, jewelry, and general items.

健康や快適をキーワードに
価値ある商品を全国各地で
ご提案しています

訪問販売、展示会販売、店舗販売などを通じ、地域に密
着して価値ある商品の提供に努めております。ライフスタ
イルの多様化に合わせ、家具・インテリアはもとより健康機
器やファッション、宝飾品、雑貨まで、健康と豊かさを実
感できる暮らしに役立つ商品を提案してまいります。

O t h e r s

ネット通販サイト：フランスベッドショップ
francebed.shop-pro.jp/

Online shopping website  "Francebed Shop"

店舗設計
Store design

インショップ展開「ナチュラルクローゼット」
Goods specially developed for in house shop, 
“Natural Closet”

フランスベッドグループのネットワーク F r a n c e b e d  g r o u p  n e t w o r k    

全国に広がる国内拠点に加え、
海外拠点によるネットワークを構築

戸別訪問販売
Door-to-door sales

開発や生産、販売、物流を担う当社グループの拠点は日本全国に
広がっています。さらに海外拠点とのネットワーク構築によって、
製販一貫体制をより強固なものとしています。

Group bases that are responsible for development, production, 
sales, and distribution are expanding throughout Japan. More 
robust integrated manufacturing and sales systems have been 
developed through networking with overseas bases.

［事業拠点］
★ フランスベッド株式会社
•北日本事業部　宮城県仙台市
•東日本事業部　東京都新宿区
•中日本事業部　兵庫県西宮市
•西日本事業部　佐賀県鳥栖市
•法人事業部　　東京都西東京市

★ フランスベッド販売株式会社
•東日本ブロック＜調布本社＞ 東京都調布市
•中日本ブロック＜大阪支店＞ 大阪府池田市
•西日本ブロック＜佐賀支店＞ 佐賀県鳥栖市

★ 東京ベッド株式会社
★ フランスベッドファニチャー株式会社
★ 株式会社 翼
★ フランスベッドメディカルサービス株式会社
★ 江蘇芙蘭舒床有限公司

Business Bases (As of the end August,2017)

FRANCE BED CO., LTD.
Northern Japan Division : Sendai City, Miyagi Pref.
Eastern Japan Division : Shinjuku City, Tokyo
Central Japan Division : Nishinomiya City, Hyogo Prefecture
Western Japan Division : Tosu City, Saga Prefecture
Corporate Division : Nishitokyo City, Tokyo

FRANCE BED SALES CO., LTD.
Eastern Japan Block (Chofu Head O�ce) : Chofu City, Tokyo
Central Japan Block (Osaka Branch) : Ikeda City, Osaka Prefecture
Western Japan Block (Saga Branch) : Tosu City, Saga Prefecture

Tokyo Bed Co., Ltd.
FRANCE BED FURNITURE CO., LTD.
Tsubasa Co., Ltd.
France Bed Medical Services Co., Ltd.
JIANGSU FRANCE BED CO., LTD.

● 

● 

● 

● 

● 

●

● 

 

北海道工場（千歳市）
東京工場（昭島市）
静岡工場（掛川市）
三重工場（津市）
兵庫工場（丹波市）
フランスベッドファニチャー
東北工場（福島県白河市）／
佐賀工場（三養基郡）
東京ベッド 千葉工場（千葉県柏市）

Hokkaido Plant (Chitose City)
Tokyo Plant (Akishima City)
Shizuoka Plant (Kakegawa City)
Mie Plant (Tsu City)
Hyogo Plant (Tamba City)
France Bed Furniture
Tohoku Plant (Shirakawa City, Fukushima Prefecture)
Saga Plant (Miyaki County)
Tokyo Bed, Chiba Plant (Kashiwa City, Chiba Prefecture)

［生産拠点］ Production Bases

◆
◆ 
◆
◆

北海道物流（北海道千歳市）
東日本物流（東京都昭島市）
中日本物流（兵庫県丹波市）
西日本物流（佐賀県鳥栖市）

Hokkaido Distribution (Chitose City, Hokkaido)
Eastern Japan Distribution (Akishima City, Tokyo)
Central Japan Distribution (Tamba City, Hyogo Prefecture)
Western Japan Distribution (Tosu City, Saga Prefecture)

［物流拠点］ Distribution Bases

★★★★★
● ◆

★● ◆

★

● 

● 

● 

★● 

★
★★★
●◆

★

仙台

千葉

東京

白河

千歳

静岡

兵庫

佐賀 三重
香川

大阪

● ◆

中国に生産拠点と輸出入拠点を持ち、日本国内との連携に
よってグループの事業を推進。高齢化が進むアジア市場で
シルバービジネスを展開するなど、海外での市場拡大にも
注力しています。

With production and import/export bases in China, they 
are promoting the projec t for the whole g roup in 
collaboration with partners in Japan. �ey are also 
focusing on expanding their business overseas, developing 
their business targeting senior people on the Asian 
market where populations are aging.

中国

日本

★

Overseas network
海外ネットワーク

（2017年8月現在）

France Bed has built a network of bases that have expanded 
nationwide throughout Japan In addition to that, 
France Bed has extended its network to overseas.

アジアへ
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In Japan, the population of people 65 and older is more than 25%. However, in 
reality, the number of seniors that are users of long-term care insurance is less than 
20%, with the remaining 80% referred to as active seniors. “Reha Tech” is a brand of 
products and services that allows active seniors to live more active and comfortable 
lives every day. France Bed is committed to delivering unique and valuable products 
to our customers, from products that supplement daily behavior and movement to 
those that support the e�orts of the elderly to return home and to society. 

総人口の25％以上が65歳以上の高齢者となった日本。しかし、実は介護
保険利用者はその20％弱に過ぎず、80％以上がアクティブシニアと呼ばれ
る元気な高齢者です。
「リハテック」はアクティブシニアが毎日をより活動的に楽しく快適に過ごす
ための商品やサービスを提供するブランドです。日常生活での動作を補う
商品から、家庭や社会への復帰に向けた取り組みをサポートする商品まで、
今までにない価値ある商品をお届けします。

アクティブシニアのための独自ブランド
An Original Brand for Active Seniors

R
eha tech

ハンドル型電動車いす
S637 スマートパル
Electric wheelchair equipped with handles
Smart Pal S637

介助式電動車いす
SP40-K
Controlled by caregiver electric wheelchair
SP-40-K

自動抑速ブレーキ付き歩行車
スマートウォーカー
Equipped with automatic speed control brakes
Smart Walker

身体のずれや腹部への圧迫感を軽減
腹部圧迫軽減スライドマットレス
Relieve abdominal pressure and reduce body displacement
Slide mattress to relieve abdominal pressure

安定した走行性能を実現
電動アシスト三輪自転車
安定した走行性能を実現
電動アシスト三輪自転車
Achieve stable driving performance
Motor-assist three-wheeled bicycle

リハテック商品を扱う直営ショップを展開。全国に
拡大中です。

リハテックショップ Reha tech shop

Expansion of direct-management shops that handle 
Reha Tech products around the country.

リハテック商品を販売する「リハテックコーナー」
の設置を家具店、家電量販店、商業施設などに対
して推進。家具店をはじめ、異業種へもシルバービ
ジネス参入を後押ししています。

リハテックコーナー Reha tech corner

Promotion of the establishment of “Reha Tech 
Corners” in furniture stores, electronics stores, and 
commercial facilities to sell Reha Tech products. 
France Bed supports the entry of silver businesses 
into other industries, including furniture stores. 

リハテック商品の試乗体験会を商
業施設などで開催。電動三輪アシス
ト自転車などをご自宅前で試乗して
いただける出張試乗も好評です。

リハテック試乗体験会 Reha tech Test Drive

Test drives of Reha Tech products are o�ered in 
commercial facilities. Test drives of products at 
users’ homes are also popular, such as electric-assist 
three-wheeled bicycles.

転落事故や介護負担を軽減
超低床フロアーベッド
Reduce falls and burden on caregivers
Ultra-low �oor bed

立ち座りをサポート
マルチファンクションリフトアップチェア
Support for sitting and standing
Multi-functional li� chair

認知症外出通報システム
おでかけキャッチ
Dementia Leaving Noti�cation System,
Odekake-Catch

足元を照らす安心の灯り
光る杖 ライトケイン
Safely light up your step
Light cane (illuminated cane)

シルバーカー
ラクティブ
Senior cart
R・active

Advance Pole, one kind of Nordic walking poles, 
provides additional bene�ts in muscular strength 
to improve the user’s overall �tness.
Advance Pole

ロコモ運動として注目を浴びている
ノルディックウォークに最適な
アドバンスポール
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�e production and development divisions of our group companies are working to 
develop safe and secure products and improve quality management systems. Our 
products are compatible with standards in both Japan and overseas, including the 
acquisition of ISO 13485/ISO 9001 certi�cation, and compliance with standard 
RoHS directives on the control of hazardous substances that are enforced by the 
European Union. France Bed has also established the FES (France Bed Engineering 
Standard), which contains more stringent standards than JIS standards.

企業の社会的責任

品質・安全への取り組みを強化

C o r p o r a t e  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y　

当社グループ各社の生産・開発部門では、安心・安全な製品づくりと品質管理
体制の強化に取り組んでいます。フランスベッドでは国際規格 ISO 13485/ 
ISO 9001の取得をはじめ、EUが施行する有害物質規制「RoHS指令」基準値
への準拠に加え、JIS規格への準拠はもとよりさらに厳しい社内規格の「FES」
規格を設けるなど、国内外の規格・規準に対応しています。

国内外の規格認証

Strengthened commitment to quality and safety
Obtaining standards certi�cations both domestically and abroad

環境や健康に配慮した商品づくりを推進

独自の技術を用いることで、環境や健康に配慮した商品づくりに力を入れています。国内工場で製造し
ている当社グループのフランスベッド製マットレス「リコ・プラス」（製法特許申請中）は、材料に再生
PET樹脂や廃植物繊維を使用することで資源を有効利用。ホルムアルデヒドやVOC（揮発性有機化合
物）へも対応し、さらに廃棄時には分解・分別が短時間で容易に行える構造（シェルサポート方式）であ
り、スプリングや生地、詰物それぞれがリサイクル可能な環境対応製品となっています。

France Bed puts a great deal of e�ort into the development of environmentally-friendly and healthy products 
with the use of our own original technology. �e RecoPlus mattress (process patent pending), a France Bed 
group mattress that is manufactured in plants in Japan, e�ectively utilizes resources by using recycled PET 
resin and waste plant �ber materials. O�ering protection from formaldehyde and VOC (volatile organic 
compounds), France Bed mattresses have a structure that allows for easy disassembly and separation during 
disposal (shell support system), and uses environmentally-friendly and recyclable springs, fabric, and padding.

Promotion of environmentally-friendly and healthy products

�e 3Rs (reduce, reuse, and recycle) are practiced in order to create a resource-recycling society. �e products o�ered 
by the France Bed group are not cheap, disposable products. �ese high-quality products, which can be used for long 
periods of time, can be directly linked to the reduction and control of waste generation, and can improve reuse rates 
as a result of our connections with rental business and the sale of used goods. We also actively use materials that 
have the potential to be recycled from the development stage, and are making e�orts to recycle by keeping recycling 
in mind as we design our products with structures that can be easily disassembled and separated. 

持続可能な社会への取り組み

循環型社会構築のため 、リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）の3Rが推進されてい
ますが、当社グループでは安価な使い捨て商品ではなく、長期間使っていただけるような高品質商品のご提供こそ
がリデュース（廃棄物の発生抑制）につながり、レンタル事業と中古品販売との連動によって再使用率を高めるこ
とがリユース（再使用）の取り組みであると考えています。さらに開発の段階からリサイクルが可能な素材を積極
的に採用し、再資源化を考慮して分解・分別しやすい構造にすることで、リサイクル（再資源化）に努めています。

E�orts for the Creation of a Sustainable Society

JIS対応介護ベッド

JIS certi�ed nursing-care bedsJIS certi�ed electric beds 
for home nursing care

Acquisition of ISO 13485/ISO9001 certi�cation
国際認証 ISO 13485/ ISO 9001 を認証取得しています

JIS規格認証在宅用電動介護用ベッド

廃棄時には、マットレス側面を切るだけで
簡単に解体できます。

カッターナイフで
かんたん解体＆分別

日本初

解体後、スプリングや詰物の材料それぞれは独立しているため
簡単に分別でき、すべてリサイクル可能です。

生地
（燃料として再利用）

再生PET・廃植物繊維等
（燃料として再利用）

鉄
（原材料として再利用）

●エコマーク認定-環境対応マットレス

It can be easily taken apart by cutting the 
side of the mattress at the time of disposal.

�e springs and other materials inside are kept cleanly separated to 
enable easy separation and recycling.

Ecomark -certi�ed mattress.

エコマーク認定
スプリングマットレスです。

破棄抑制につながるレンタルサービスを拡充
Expansion of rental services for reducing the waste      

リユース
再使用

Reuse 

リサイクル
再資源化

Recycle

レンタル
賃貸用

Rental

リデュース
廃棄物発生の抑制

Reduce

EcologyEcology

グリーン購入法適合商品

France Bed is working on measures to counteract the e�ects of VOCs 
(volatile organic compounds), including formaldehyde, which is 
known as one of the leading causes of sick house syndrome. Beds and 
furniture manufactured by the France Bed group use wood materials, 
bark , paint , and adhesives which have the Japanese F 4-star 
formaldehyde rating as de�ned in JIS and JAS. France Bed also carries 
out complete control over merchandise, materials and displays.

住環境（シックハウス）に対する取り組み

シックハウス症候群の原因の1つとしても知られているホルムアル
デヒドに代表されるVOC（揮発性有機化合物）の対策にも取り組
んでいます。当社グループのフランスベッドで製造するベッドや家
具には、JIS、JASで規定されたホルムアルデヒド等級の最上位規
格F☆☆☆☆(エフ・フォースター)の木材、木皮材、塗装、接着剤な
どを使用。製品、材料、また表示に関しても徹底した管理を行って
います。

E�orts for the Living Environment (sick house syndrome)

木製ベッド・木製家具に、社内基準「Ｆ☆☆☆☆」を導入

Apply the internal standard 
“F☆☆☆☆” to wooden beds and furniture

C
orporate social responsibility　

一般個人向け
For general consumers

デベロッパー向け
For developers

ハウジングメーカー向け
For housing makers

ホテル・旅館向け
For hotels and inns

介護医療施設向け
For medical and welfare facilities
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社会貢献活動 S o c i a l  c o n t r i b u t i o n  a c t i v i t i e s

本格的な高齢社会を迎え、在宅ケア推進によって国民医療の向上に寄与することを目指し、
1990年にフランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団が設立されました。在宅ケアや
福祉機器等に関する事業や研究に対して助成を行うほか、講演会やシンポジウム、学会や研究会
の開催などを幅広く支援しています。また、高齢者のスポーツや文化・芸術活動等、健康づくりや
生きがいづくりに関する催しへの助成を通じて、活力のある長寿社会の実現を目指しています。

コーポレート・ガバナンス体制

基本的な考え方

C o r p o r a t e  g o v e r n a n c e    

当社は、コーポレート・ガバナンスとは、株主、顧客、従業員、取引先、地
域社会等さまざまな利害関係者との関係における企業経営の基本的枠
組みのあり方であり、要素別には、①経営監督機能、②企業倫理の確立、
③リスクマネジメント、④コンプライアンス、⑤アカウンタビリティー（説
明責任の履行）、⑥経営効率の向上から構成されるものと認識しておりま
す。この基本的枠組みを踏まえ、株主利益の増大に努めることが、当社の
最大の責務であると考えております。
当社においては、コーポレート・ガバナンスの充実、強化のために、対処す
べき課題として「監査機能の強化」「法令遵守の徹底」「IR機能の充実」及
び「子会社事業の有機的活性化」の4点を掲げております。
これらの課題への取り組みとして、当社の取締役会、監査等委員会のほ
か、各グループ（監査グループ、経営企画グループ、経理グループ、秘書グ
ループ）の機能の明確化と強化を図り、経営の透明性の向上に努めてま
いります。

Corporate governance is the style of the basic framework for corporate 
management in relation to various stakeholders, including a company’ s 
shareholders, customers, employees, business partners, and the local 
community. At France Bed, corporate governance is recognized as being 
comprised of the following elements: (1) management supervision 
functions, (2) established corporate ethics, (3) risk management, (4) 
compliance, (5) accountability, and (6) improvement of business e�ciency. 
In light of this basic framework, we believe our greatest responsibility is to 
strive to maximize our shareholders’ pro�ts.
At France Bed, we uphold four issues that need to be addressed in order to 
enhance and strengthen corporate governance: “improvement of auditing 
f unc t ion s ,”  “ thorough compl iance w ith l aws and reg ulat ion s ,”  
“enhancement of IR functions,” and “coordinated activation of subsidiary 
businesses.” To show our commitment to these issues, France Bed aims to 
clarify and improve the functions of the Board of Directors, the Audit and 
Supervisory committee, and each group (Audit Group, Corporate planning 
group, Accounting Group, and Secretary group), and is striving to improve 
management transparency.

Basic Concept

高齢社会における支援活動
Support for aging society

公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団
France Bed Medical Home Care Research Subsidy Foundation, 
a Public Interest Incorporated Foundation

時代や地域、伝統や用途等によって異なる特徴を有した家具を収集保存して後世に
伝えると共に、新たな家具への創造と研究に活かすことを目的とした博物館です。フ
ランスベッドグループ各社の協力で1972年に設立され、2005年3月にフランスベッ
ド株式会社東京工場敷地内に移転して博物館活動を続けています。

�e Furniture Museum collects and preserves furniture that have di�erent features 
depending on traditions or use from di�erent eras or regions, in order to apply creativity 
and research to the development of new types of furniture to share with future 
generations. Founded in 1972 in cooperation with France Bed group companies, the 
museum has continued to delight visitors a�er its move to the grounds of the France Bed 
Tokyo Plant in March 2005. 

後世に伝える家具文化
Conveying the culture of furniture to future generations

一般財団法人 家具の博物館  
Furniture Museum, a General Incorporated Foundation  

www.kaguhaku.or.jpwww.fbm-zaidan.or.jp
家具の博物館
Furniture Museum

講演会
Lecture meeting

研究会
Training

会報誌
Bulletin 
magazine

（2018年6月30日現在）
(As of June 30, 2018)

With an aim to contribute to the improvement of the nation’ s health by promoting home care in the 
face of Japan’ s full-scale aging society, France Bed established the France Bed Medical Home Care 
Research Subsidy Foundation in 1990. In addition to providing subsidies to businesses and for research 
on home care and welfare equipment, the Foundation also o�ers a wide range of support, including the 
organization of lectures, symposiums, conferences, and study meetings. �e Foundation aims to create 
a dynamic, long-lived society through subsidies for events related to the promotion of health and the 
development a direction and purpose in life, such as sports, cultural, and arts events for the elderly. 

業務執行部門〈業務執行〉
Business execution area “Business execution”

子会社〈事業部門〉
Subsidiaries “Business area”

経理グループ
Accounting group

監査グループ
Audit group

江蘇芙蘭舒床有限公司
JIANGSU FRANCE BED CO., LTD.

フランスベッド（株）
FRANCE BED CO., LTD.

秘書グループ
Secretary group

経営企画グループ
Corporate planning group

顧問弁護士
Legal counsel

情報管理委員会
Information management committee

取締役会
(監査等委員である取締役を含む)

Board of Directors 
(Including Director, Audit & Supervisory Committee Member)

業務執行取締役
Executive Director

執行役員
Executive O�cer

代表取締役社長
Representative director

子会社の代表取締役の出席
Attendance by representative directors of subsidiaries

経営指導・業績報告
Management guidance

performance report

選任・解任
Appointment / 

Dismissal

選任・解任
Appointment / 

Dismissal

選任・解任
Appointment / 

Dismissal

アドバイス
Advice

アドバイス
Advice

監査改善報告
Audit improvement

改善状況確認
Conf irm status of improvements

連携
Cooperation

報告
Report

報告
Report

業務執行の指示
Direction of business execution

会計監査
Financial audit

業務監査・助言・勧告
Business audit / Advice 

/ Recommendation

報告  
Report

報告
 Report

答申
 Report

諮問
Inquiry

Evaluation of suitability 
of accounting audit

会計監査相当性の判断

株主総会
General  meet ing of  shareholders

指示・指導
Direction / Guidance

指示
Direction

監査・監督
Audit and

Supervision

連携
Cooperation

（株）翼
Tsubasa Co., Ltd.

東京ベッド（株）
Tokyo Bed Co., Ltd.

フランスベッド販売（株）
FRANCE BED 

SALES CO., LTD.

（株）エフビー友の会
FB Tomonokai Co., Ltd. 

フランスベッド
メディカルサービス（株）

France Bed 
Medical Services Co., Ltd.

フランスベッド
ファニチャー（株）

FRANCE BED 
FURNITURE CO., LTD.

会計監査人
Accounting 

auditor

情報管理・統制
Information management /

Control

連携
Cooperation

報告
Report

監査等委員会
Audit & Supervisory Committee

監査等委員である取締役
Director, Audit & 

Supervisory Committee Member

報酬委員会
Compensation committee

グループ人事室
Personal Department in 

charge of Group Companies
諮問・答
Inquiry / 
Report
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100% 100% 100% 100%

100% 80%

会社概要 C o m p a n y  p r o f i l e　 グループ会社 F r a n c e  B e d  G r o u p  c o m p a n i e s　

フランスベッド（株）
FRANCE BED CO., LTD.

江蘇芙蘭舒床有限公司
JIANGSU FRANCE BED CO., LTD.

100%

フランスベッド販売（株）

FRANCE BED SALES CO., LTD.

100%

（株）エフビー友の会
FB Tomonokai Co., Ltd. 

フランスベッド
ファニチャー（株）

FRANCE BED 
FURNITURE CO., LTD.

東京ベッド（株）

Tokyo Bed Co., Ltd.

（株）翼

Tsubasa Co., Ltd.

FRANCE BED HOLDINGS CO.,LTD.
フランスベッドホールディングス（株）

概要 2018年3月31日現在 As of March 31, 2018Prof ile

商 号
フランスベッドホールディングス株式会社

事業内容
持株会社としてグループ経営戦略の策定、
グループ経営の管理

所在地
東京都新宿区西新宿6-22-1
新宿スクエアタワー6F

設立年月日
2004年3月30日

資本金
30億円

発行株式数
普通株式　42,397,500株

1単元の株式数
100株

決算期
3月31日

上場証券取引所
東京証券取引所

株主名簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社

従業員数  ※2018年3月31日現在
18名（連結：1,521名）

Trade Name
FRANCE BED HOLDINGS CO.,LTD.

Business Activity
Development of group’s business maneuver
and management of group enterprise 

Company Address
Shinjuku Square Tower 6F
6-22-1 Nishishinjuku Shinjuku-ku ,Tokyo JAPAN 

Date of Establishment
March 30, 2004

Capital
�ree billion yen

Shares Issued
Common Stock   42,397,500 shares

Shares  Per Business Unit
100 shares

Settlement Period
March 31

Security Exchange
Tokyo Stock Exchange

Administrator of Shareholder Registry
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

Number of Employee  ※As of March 31, 2018

18 persons (Consolidated :1,521 persons)

役員構成 Of f icers

Group Organization & Investment Situation

池 田 　   茂
門 田   和 己
島 田 　   勉
上 田   隆 司
池 田   一 実
木 村   昭 仁
渡 邊   文 雄
中 村   秀 一

President & C.E.O.

Senior Managing Director

Director

Director

Director

Director, Full-Time Audit & Supervisory Committee Member

Director, Audit & Supervisory Committee Member(outside)

Director, Audit & Supervisory Committee Member(outside)

代表取締役社長

代表取締役専務

取締役

取締役

取締役

取締役常勤監査等委員

取締役監査等委員（社外）

取締役監査等委員（社外）

Shigeru  Ikeda
Kazumi Kadota
Tsutomu  Shimada
Takashi  Ueda
Kazumi  Ikeda
Akihito  Kimura
Fumio  Watanabe
Shuichi  Nakamura

グループ組織図および出資状況

フランスベッド
メディカルサービス（株）

France Bed 
Medical Services Co., Ltd.

フランスベッド株式会社
療養ベッド、福祉用具、ベッド、家具類、寝装品等の製造、
仕入、レンタル・小売及び卸売

東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー5F
設立：1946年6月　資本金：56億450万円
代表取締役社長：池田　茂　URL：www.francebed.co.jp

FRANCE BED CO., LTD.
Manufacturing, purchasing, renting, retailing, and wholesaling of medical beds, 
health-care equipments, beds, furniture and bedding, etc.

6-22-1 Nishishinjuku Shinjuku-ku Tokyo Japan
Foundation : June, 1946        Capital  : 5,604,500,000 yen
President : Shigeru Ikeda        URL : www.francebed.co.jp

フランスベッドファニチャー株式会社
ベッド等の木製部分や家具類の製造

佐賀県三養基郡上峰町大字堤3131
設立：1969年1月　資本金：5,000万円
代表取締役社長：大山雅昭　URL：www.fb-furniture.jp

FRANCE BED FURNITURE CO., LTD.
Manufacturing of wooden parts of bed or other productions and furniture.

3131 Ooaza Tsutsumi Kamimine-machi Miyaki-gun Saga Japan
Foundation : January, 1969        Capital : 50,000,000 yen
President : Masaaki Oyama        URL : www.fb-furniture.jp

江蘇芙蘭舒床有限公司
医療・介護用ベッド、福祉用具、ベッド、家具類、寝装品、
健康機等の製造・販売及び輸出入

中華人民共和国江蘇省南通市通京大道100号
設立：2012年6月　資本金：2,000万人民元
総経理：太田茂夫　URL：www.jsfb-nt.com

JIANGSU FRANCE BED CO., LTD.
Manufacturing, selling, exporting and importing of medical or nursing-care 
beds, welfare equipments, beds, furniture, bedding, health equipments, etc.

100hao Tongjing - road Nan tong - city Jiang su - province China 
Foundation : June, 2012       Capital : 20,000,000  Chinese yuan
President : Shigeo Ohta        URL : www.jsfb-nt.com

フランスベッド販売株式会社
戸別訪問販売、日用品雑貨販売、家具・服飾・宝飾等の展示販売、
展示会場設営

東京都調布市菊野台1-2-1
設立：1957年9月　資本金：1,000万円
代表取締役社長：木谷一彦　URL：www.bed.co.jp

FRANCE BED SALES CO., LTD.
Door-to-door selling, selling of miscellaneous articles, and exhibition-selling of 
furniture, fashions, jewelries and arranging exhibition venue, etc. 

1-2-1 Kikunodai Chofu-shi Tokyo Japan
Foundation : September, 1957        Capital  : 10,000,000 yen
President : Kazuhiko Kitani        URL : www.bed.co.jp

株式会社エフビー友の会
フランスベッド販売（株）が販売する商品の前払式特定取引契約による
友の会会員を募集し、当該会員に対する商品の販売斡旋

東京都調布市菊野台1-2-1
設立：1973年10月　資本金：100万円
代表取締役：木谷一彦

FB Tomonokai Co., Ltd.
Recruitment of France Bed Tomonokai members through prepaid transaction contracts 
for speci�ed products sold by France Bed Sales Co., Ltd., and mediated sales for members.

1-2-1 Kikunodai Chofu-shi Tokyo Japan
Foundation : October, 1973       Capital  : 1,000,000 yen
President : Kazuhiko Kitani

株式会社 翼
福祉用具の販売及びレンタル

香川県高松市木太町490番地1
設立：2005年10月　資本金：3,000万円
代表取締役社長：竹中正史

Tsubasa Co., Ltd.
Selling and renting of welfare equipments. 

490-1 Kita-cho Takamatsu-shi Kagawa Japan
Foundation : October, 2005        Capital  : 30,000,000 yen
President : Masafumi Takenaka

東京ベッド株式会社
独自構造のマットレス開発、各種ベッド、
寝装、家具等の製造および販売

東京都港区六本木4-1-16
設立：1947年7月（創業1928年）　資本金：5,000万円
代表取締役社長：池田一実　URL：www.tokyo-bed.co.jp

Tokyo Bed Co., Ltd.
Developing original mattress, manufacturing and sel ling of various beds, 
bedding and furniture, etc.

4-1-16 Roppongi Minato-ku Tokyo Japan
Foundation : July, 1947(established by 1928)        Capital  : 50,000,000 yen
President : Kazumi Ikeda        URL : www.tokyo-bed.co.jp

フランスベッドメディカルサービス株式会社
介護福祉機器の保守・メンテナンス管理及び
商品保管・在庫管理の業務受託代行

東京都新宿区西新宿6-22-1
設立：2013年4月　資本金：1,000万円
代表取締役社長：竹中正史

France Bed Medical Services Co., Ltd.
Contract agency for the maintenance and management of nursing care and 
welfare equipment, and product storage and inventory management.

6-22-1 Nishishinjuku Shinjuku-ku Tokyo Japan
Foundation : April, 2013        Capital  : 10,000,000 yen
President : Masafumi Takenaka 
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