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ミルモセレクション事業開始

第1校開校

福岡で創業

ミルモブック創刊

ミルモネットWEB版リリース

ミルモわーく事業開始

ミルモぷらんリリース

2018年
新霞が関ビルに初めての自社オフィス

2019年
日比谷にオフィス移転

2013年 4月
株式会社ウェルモ、福岡にて創業

2014年
オフィス移転

2015年
福岡県東総合庁一角にオフィス移転

7500万円資金調達

4.5億円資金調達

15.7億円資金調達

大阪・ヘルシンキオフィス開設

2022年
白金高輪にオフィス移転

札幌・横浜オフィス開設

東京本社開設
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2013年

2015年

20.4億円資金調達・CIリニューアル

2016年

2019年

2020年

2021年

2018年



東京本社:東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー14F

福岡本店:福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11天神ショッパーズ福岡8F

札幌オフィス:北海道札幌市中央区南1条⻄6丁目20-1 ジョブキタビル7F

大阪オフィス:大阪府大阪市淀川区宮原4-2-10 PMO EX 新大阪2F

ヘルシンキオフィス:Suomitalo Lönnrotinkatu 5, 00120 Helsinki

Tokyo

Helsinki

Osaka

Fukuoka

Sapporo



社員数は直近3年で約5倍に成長
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福岡ベンチャーマーケット

大賞 2014 特別賞

NTTデータオープンイノベーション

コンテスト2014 BeSTA賞

Kyushu Startup Pavilion
2014 最優秀賞

福岡ビジネス・デジタル・

コンテンツ賞 2015 優秀賞審査委員長賞

総務省情報通信研究機構

起業家博 2015 NICT賞

総務省地域情報化大賞

2015 奨励賞

オープン＆ビッグデータ活用・地方創生推進機構

2016 CiP協議会賞

Kyushu Startup Pavilion
2014 最優秀賞

NEXTユニコーン推計企業価値ランキング ケアテック分野1位
※日本経済新聞社独自推計（日本ベンチャーキャピタル協会協力）

KVM 2019 ( KYUSHU YAMAGUCHI VENTURE MARKET ) 大賞2019 経済産業省主催ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト優秀賞、特別賞2賞
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株主 共同研究・開発実績等



Our Services



児童福祉領域在宅医療介護領域
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対象介護事業所の84～100 %シェア

※福岡市、横浜市、東京都大田区北区、札幌市、北海道、
大阪市、堺市近郊にて展開

MILMOデータからケアプランの介護事業所サジェスト連携
業務時間短縮35~40%を実現

MILMOアカウント・データから求人票作成でリッチな
採用広報を離職率業界平均1/4の実績

ケアプランAIとのシナジーを見据え福岡市を中心に

10施設を運営

障害児童支援・教育介護サービスプラットフォーム

在宅医療介護特化型AI・PFMによる人材紹介

ケアプラン作成支援AIエンジン

在宅医療介護領域で3つのサービス、児童福祉領域で1つの事業を展開



地域資源情報などの
ケアデータプラットフォーム

SSO(シングルサインオン)構想

ケアマネジャー 介護事務所 ご利用者/家族 自治体

知識支援、情報検索支援など
ITオペレーション支援

ウェルモ介護事業の目指す姿

ケアマネジメント支援 介護事業経営支援

14

採用支援など、介護現場の
経営課題支援やリスクヘッジ支援

居宅内モニタリングサービス

ウェルモの目指す姿は、デジタル技術を導入し、地域包括ケアシステムを進化させる「地域包括ケアシステムDX（デジタルトランスフォーメーション）」。情報の可視化やデータの利活用

の推進、オペレーションの進化による生産性の向上、他職種連携の強化によるシームレスなサービス提供などにより、介護サービスの利用者はもちろん、介護に関わるすべての人のQOL向

上を目指しています。



…展開エリア拡大中人がつながる、地域がつながる
通所系や訪問系サービスを中心とした介護保険内情報に加え、高齢者支援に関わる
「通いの場」「配食サービス」などの介護保険外情報も写真付きで掲載・検索する
ことができる地域資源の見える化WEBサービスです。

地域ケア情報見える化サイト
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福岡市 横浜市 大阪市 札幌市



ケアプラン作成業務を支援する
人工知能エンジン
基礎資格による知識差やケアマネジャーの業務負担やストレスを軽減させ、
客観的で質の高い介護計画の作成支援を可能とする、人工知能エンジン搭
載のケアプラン作成支援サービスです。
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ケアプラン作成支援AI
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介護職の転職支援・人材紹介サービス

定着までまっすぐ向き合う新しい形の
転職支援・人材紹介サービス
入社後6ヶ月間、コンサルタントがアンケートの実施や電話フォローを行
い、採用から定着までしっかりサポートいたします。
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介護事業所向けサービスプラットフォーム

介護事業所に想いのこもった
仕組み・サービスを
「本当に事業所や利用者の生活を良くするサービスは何か」を考え選んだ
サービス・商品をご提案。想いがあり、高齢化問題に本気で取り組んでい
るパートナーと一緒に、介護業界の水準を引き上げます。



子どもたち自身の「ちがい」や「おなじ」を大切にしてもらうことで、子どもたちが
本来持っている可能性を解放します。すべての人が生まれたときからありのまま「み
んないい」んだという想いを大切にしています。福岡を中心に10教室を展開していま
す。

子どもたちの可能性を解放する
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児童発達支援・放課後等デイサービス



Our Team



各業種からの多彩な人材が介護業界の課題に挑戦
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福島成典
取締役 COO

渡邊恒文
プロダクト開発本部研究開発グループ

徳村 光太
経営戦略室

SHIGENORI  FUKUSHIMA

WATANABE  TSUNEFUMI KOTA  TOKUMURA

執行役員経営戦略 / 兼ケアイノベーション担当

木村亮太 RYOTA  KIMIRA

過去在籍企業：リクルート

過去在籍企業：日本IBM 過去在籍企業：日本総研

過去在籍企業：FUJITSU



Team Event



パフォーマンスを発揮した社員のプレゼンテーションによって
四半期のMVPを決めるWelmo Award。

普段の取り組みと意識している哲学を評価される機会を
全社員平等に得ることができます。



月1回全拠点を繋ぎ、その月毎で選抜された4チームによる仕事における心
構えや業務内容をピッチ形式で発表します。他の部署、チームの理解によ
る連携性の向上、視座の向上、伝える力の向上を目指します。



月一回の全拠点を繋いだ交流会です。その月に新しくジョインした方の
自己紹介の後、4名程度のグループに分かれ、拠点やチームを超えた
メンバーとのコミュニケーションを取る時間です。



全社報告会
採用強化合宿
MVV合宿
AC合宿
戦略策定合宿
ゆるっと飲み会（毎週金曜日）
勝屋久氏（弊社顧問）による特別公演

その他社内イベント



Welfare



福利厚生

完全週休2日制
祝日、年末年始
夏期休暇 7月から9月の間に3日間取得可

社会保険完備
通勤手当 ( 上限3万円※拠点により変動 )
その他各種手当

東京本社

基本情報

子の看護休暇、介護休暇
育児休業、介護休業
特別休暇、慶弔休暇



時差出勤制度（9時～18時、10時～19時※職種による）
リモートワーク（※チーム・職種による）

水・コーヒー飲み放題・オフィスグリコ
靴下文化
PC・携帯・ディスプレイ貸与

介護知識、介護業界勉強会
エンジニア勉強会

社外イベントやミートアップの参加
書籍購入

働きやすさやスキルアップ支援

勤怠

オフィス環境

勉強会の開催

費用負担
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