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経営理念

DoItDreamIt,WishIt,

One For All ＝ ひとりはみんなのために

一人ひとりが自立しながらも支え合う、最高のチームプレイを行う

社員が幸福で充実して働ける環境に、会社が発展し続ける未来がある

「社員と会社が追求するベクトルは同じ」

社員一人ひとりが技術の向上を目指し、

いつも期待を超えるサービスを提供する

「期待を裏切らないサービス」
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変化を恐れず、自分を信じ実行する

2006年4月に、南九州自動車教習所を創立して以来、皆様のご支援により順調に

業績を伸ばし、2008年７月に法人化し、株式会社オファサポートを設立。同年、高

齢化社会を見据え、福岡市にて訪問マッサージを行う、「九州療養サポートセン

ター（現：訪問マッサージ ハートナ―）」を開設。5年後には同じ福岡に「リハビリ

デイサービス」をオープンさせました。

その後も着実に実績を積み、直営店24店舗、FC店8店舗、グループ店3店舗と至っ

ております。以降も成長し続け“IT事業部、医療療養事業部、介護福祉事業部、車校

サービス事業部、ホテル事業部、タクシー事業部”と事業を増やしています。2022

年にはDX事業部、PCR事業部、ペット事業部、不動産事業部を新たに展開してい

ます。

「形態が違う事業を行うのは何故なのか？」というお声を多くいただきますが、高

齢化社会を迎えるという事実には、イノベーションが必要になると感じておりま

す。

各事業部がシナジーを生み出し、形態が違う業種だからこそできる新発想があ

り、そして、それが必要となる時代であるという事。後発組である以上、自社オリ

ジナルはどう生まれるのかを常に考えアウトプットした形がこの様々な事業部

です。

オファサポートのオファとは、弊社理念“One For All”の頭文字OFAをつなげた

もので「ひとりはみんなのために」という考えを表しております。

2014年に、介護事業と車校サービス事業の２つの事業が融合した「カーリハ®＆

菜園デイみなみ」という自動車を使ったリハビリ事業に着想いたしました。そこ

には、One Foe Allの理念があったからであり、AIを活用した運転評価システム

「S.D.A.P」のプロジェクトも始動しました。これからの社会に必要なものは、クリ

エイティブな発想と、しっかりとした基板です。この運転評価システムの研究開

発も、社会を豊かにする発想から生まれたものです。現在はDX事業部に移行し、

プロジェクトは継続しながら更なる発展を目指しております。

地域に支えられている弊社だからこそ、社会貢献にも力を入れております。2020

年９月に宮崎大学医学部患者付添型等宿泊施設「THE CROSS ROADS」を大学構

内に寄付させていただきました。周辺に宿泊場所がなく「患者様の側に居たい」と

いうご家族のお声を聞き、「精神的負担の軽減を何とか形にしたい」という想いに

突き動かされたからです。

今後も弊社は、地域に貢献できる法人へと成長してまいります。

また、常に挑戦し続け、社員一人ひとりが誠意を持って、最善を尽くすサー

ビスができるよう、“One For All”の理念を追求していきたいと存じます。

人が人を想う事・・・頭に浮かぶ大切な人のために、何かしてあげられない

かと考え、行動に移し、一所懸命に取り組めば、いつしか周りにも広

がっている。これが大切であり、この想いが枯れないからこそ次へ

進み、また更に進み続けられるのだと私は信じております。

服部幸雄
代表取締役社長



宮崎大学医学部附属病院患者付添者等宿泊施設
THE CROSS ROAD

オファサポーグループでは、宮崎大学医学部附属病院の患者様に付き添われる

方（ご家族など）向けの宿泊施設が近辺にはなく、その課題を改善につなげ社

会貢献ができればという思いで「患者付添等宿泊施設」を宮崎大学医学部へ寄

贈いたしました。

明るいイメージの個室で気を使わないスペー

ス作りを意識し、敷地内には屋外広場を設け

ており集う場所と行き交う場所として「THE 

CROSS ROADS」と名づけさせて頂きました。

WEB SITE : http://the-cross-roads.com

取り組み事例

オファサポートグループの
CSRの考え方

これからの企業は、CSR(Corporate Social Responsibility)=企業の社会的責

任が求められます。さまざまな形で利害を共有する消費者・取引先・地域社会・

株主・従業員に対して、利益を追求するだけでなく、責任ある経営を行うことが

問われると考えます。

そのため、オファサポートは、社名の由来にもなっている理念の一つ「One For 

All, All For One」(ひとりはみんなのため、みんなはひとりのため)を社員一人

ひとりが実践しながら、CSRを重視した企業活動を行ってまいります。一人が

みんなのために支えあうには、一人ひとりが「自立している」ことも重要です。

チームの一員として他のメンバーに甘えたり、寄りかかったりしない、大人の

集団であることで、最高のチームプレイが生まれます。経営者は、社員のために

何ができるか?社員は会社のために何ができるか?会社は地域のために何がで

きるか?一人がみんなのために何ができるか?を、経営者だけでなく社員も考

えることで、社員一人ひとりの意識が同じ方向を向きます。同じベクトル(意

識)で目標に向かって進むことで、1＋1が3にも5にもなる大きな成果を上げる

ことができます。

また、私たちが提供するものは、社員それぞれの技術でありサービスです。

どの社員も良いサービスを提供することが、お客様の期待を裏切らないことに

なり、会社の価値向上につながりひいては、会社の価値が向上することが、地域

への還元・貢献になります。

「One For Allひとりはみんなのために」は、個人の利益が会社の利益を生み、会

社の利益が地域の利益につながる。地域の利益は、また個人の利益につながっ

ていく。地域とともに成長していく会社を目指します。



Our services

南九州自動車教習所
宮崎ドライビングスクール

初心運転免許取得者をはじめ既運転免許取得

者に対して、24 時間対応のオンライン学科

配信サービス等の先進的なツールを駆使した

交通安全教育を通じて、セーフティドライバー

の育成に務め、地域の交通安全に寄与できる

よう邁進いたします。

南九州自動車教習所

宮崎ドライビングスクール

■車校事業部

「通院が困難な方へ、身体機能の維持・向上

を目的とした訪問リハビリマッサージを提供

いたします。医療保険が適用となるため、自

己負担割合のみでご利用が可能です。国家資

格のあん摩マッサージ師が医師の同意に基づ

き、施術を行いますので、安心して受けるこ

とができます。

「唯一無二」をコンセプトに、他にはないペッ

トショップを運営しております。お客様に安

心してご購入いただけるよう、経験も知識も

豊富なスタッフがいつでもお客様のお悩みに

お答えし、新しい「生き物との共存」のあり

方をご提案します。エキゾチックな動物、魚

達、エキサイティングなスタッフでお客様を

お待ちしております。

■ペット事業部

訪問マッサージ 

ハートナ―

■医療療養事業部

南九州自動車教習所
宮崎ドライビングスクール

OFA 日の丸タクシーは児湯郡高鍋町と新富町

に 2 つの営業所を構え運営させて頂いており

ます。 地域に根付いた、お客様に愛されるタ

クシー会社として、親切、丁寧なサービスを

提供させて頂きます。また、新たな取り組み

にもチャレンジしておりますので、皆様のご

乗車お待ちしております。

■タクシー事業部

感染拡大防止と経済再生の両立。この目的を

果たすために、全力で精度の高い検査と移動

式 PCR 検査車両で各地へ安心と安全をお届

けする企業初の取り組みとなり、オンデマン

ドな検査体制を提供致します。コロナ渦前の

当り前の日常を取り戻す為に、精進致します。

日本初の自動車運転リハビリ（カーリハ）を

取り入れたデイサービスです。生きがいを

持って生活できるよう、ここでしかできない

様々な機能訓練プログラムをご用意しており

ます。また、敷地内での菜園活動（育てる・

収穫・食べる）も魅力あるプログラムの 1 つ

です。

■介護事業部

■PCR事業部

OFA日の丸タクシー

カーリハ

菜園デイみなみ

事業紹介



有料老人ホームはくじゅ・訪問介護はくじゅ・

デイサービスセンターはくじゅでは、一人一

人が「輝ける場」を過ごす為に、利用者様に合

わせた様々な生活空間やリハビリプログラム

等を提供しております。毎日を自分らしく。い

つまでも生き生きと。

■介護事業部

「AI ×車校事業部×介護福祉事業部」社内のシ

ナジーにより生まれた新たな事業部です。高

齢ドライバーの運転寿命延伸、ご家族様の運

転事故に対する不安解消、免許返納によって

起こり得る反動、相反する意見が混在してい

る課題を解決に導くため、想いのこもった

サービスを開発しております。

読売巨人軍ジャイアンツアカデミーと連携し

野球を通した子どもたちの健全育成と、野球

界のすそ野拡大を目的としています。習熟度

に応じた練習を提供、また、体力の向上や挨

拶・礼儀といった社会生活の基礎を指導し、楽

しい野球の普及・振興のために邁進してまい

ります。

■アカデミー事業部

■DX事業部

より良い地域作りと住みやすい街づくりに貢

献するために宮崎大学附属病院構内に患者付

添等宿泊施設THE CROSS ROADSを寄贈し

たうえで地方創生に取組んでおります。 また、

日向市で無人受付システムを導入した一棟貸

ホテルTHE VILLA SHAREを運営しており、地

域に根ざした活動を行い地域貢献できるよう

これからも邁進して参ります。

■ホテル事業部

福祉事業部は、障がい児がより良い未来を目指す

為に現在の社会に適応する為ではなく過ごしや

すくする為の支援をする事です。またそこに必要

なのは、ソーシャルネットワークだと感じており

ます。そのソーシャルネットワークが単体でなく

一団として啓発することこそが、現在必要ではな

いかと感じております。理想を理想で終わらせな

いよう、福祉の概念に囚われないよう、福祉事業

部は邁進します。

オファサポート各事業部が多角化

していく中で、送迎という業務は、

お客様のニーズにお応えする為の

大切なリソースの１つです。地域の

皆様にとって、無くてはならない存

在に。地域の皆様にとって、信頼を

得られる存在に。「人と人を結ぶ」空

間を、オファサポートグループだか

らこそできる事を、社員一丸となっ

てご提供致します。

IT事業部では、当社の各種Webサ

イトの制作やコンテンツ更新、ま

た各種業務シ ステムならびにパ

ソコン周辺機器、ネットワーク機

器等の導入支援や運用・保守 な

ど、社内のIT支援を中心に業務を

行っております。

自社事業を起点に不動産事業部

は地域社会へ貢献してまいりま

す。今でなければ、その場所でな

ければ、我々でなければ、を企画

／開発／運営できる様に邁進し

てまいります。

■送迎事業部
■IT事業部

■福祉事業部
運転技術を評価・改善するサービス

有料老人ホーム・訪問介護・
デイサービスセンター

はくじゅ

セフモ

オファサポート

BASEBALL ACADEMY宮崎
Supported by 読売ジャイアンツ

放課後等デイサービス

THE CROSS ROADS
THE VILLA SHARE

■不動産事業部



OFA-SUPPORT グループは、

「ひとりはみんなのために（One For All）」という経営理念のもと、

事業活動を通じて社会の様々な課題解決向けた

新たなイノベーション創出し、

国連が提案する持続可能な開発目標（SDGs）達成に賛同し、

持続可能な社会の実現に努めてまいります。

オファサポートグループ
SDGs宣言
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株式会社オファサポート

株式会社宮崎ドライビングスクール

株式会社アッサム

オファサポートグループ

管理本部

経営企画室

広 報

経理　財務

人事・総務・業務

営業統括本部

4月

7月

8月

2006

2008

南九州自動車教習所創立

株式会社オファサポート設立

訪問リハビリマッサージ(九州療養サ

ポートセンター)福岡市東区にて開業

7月

9月
2月
8月
10月

12月

1月
4月
6月

7月

2010

2013

2014

独自開発のリハビリマッサージ管理システ
ム稼働/本部(博多支店)を博多区に開設
フランチャイズ契約開始(2店を宮崎にて契約)
リハビリに特化した2部制介護サービス リ
ハビリデイ九州療養サポート開業
フランチャイズ3店契約(久留米、熊本、北九州)
フランチャイズ契約(鹿児島県霧島)
新本社社屋・竣工 移転 フランチャイズ契約
(熊本県人吉)
フランチャイズ契約(福岡市東区)
フランチャイズ契約(福岡県飯塚)
日本初の運転リハビリを行う介護サービス 
カーリハ®&菜園デイみなみ開業
直営店を久留米に開設

2月
3月
5月
6月
8月
4月
4月

2018

2019

直営店を京都に開設
直営店を沖縄に開設
直営店を熊本県人吉に開設
フランチャイズ契約(熊本県八代)
フランチャイズ契約(福岡県久留米市)
直営店を大分に開設
IT事業部のオフィスを東京都港区南青
山に新設

7月
4月

5月

7月

7月

2015
2016

2017

フランチャイズ契約(大分)
直営店を5店舗開設(大牟田、熊本、長
崎、鹿児島、下関)
株式会社宮崎ドライビングスクールが
グループ企業となる
住宅型有料老人ホーム・訪問介護はく
じゅ、デイサービスセンターはくじゅ
が弊社の傘下となる
放課後等デイサービスアクアリオ開業 
多機能型障がい児通所支援事業所みな
み開業

8月
8月

9月

9月

10月

11月

4月

7月

12月

4月
7月

11月
 

1月

2020

2021

2022

2023

株式会社アッサムがグループ企業となる
訪問療養マッサージ ハナミズキが岡山で運
営開始
宮崎大学医学部附属病院患者付添者等 宿泊
施設「THE CROSS ROADS」を寄贈
日向金ヶ浜シーサイドホテル「THE VILLA 
SHARE(kanegahama ocean side)」完成及
び運営開始
宮崎大学医学部附属病院患者付添者等 宿泊
施設「THE CROSS ROADS」の運営開始
一般旅客自動車運送事業を継承し、児湯郡に
てオファサポート日の丸タクシーとして運
営開始
ジャイアンツアカデミーのフランチャイズ
事業を継承し「オファサポートBASEBALL 
ACADEMY宮崎supported by 読売GIANTS」
運営開始
宮崎県「県境往来者PCR支援事業」が採択さ
れ、宮崎県PCR検査支援センターの運営開始
移動式PCR検査車両「Ofa Move Lab」除幕
式及び運営開始
ペットショップ「BIOS」新規事業の運営開始
セフモ　プレスリリース
生涯現役社会の為に、高齢者の安全運転への
取り組み、新たなる教育方法
少しでも多くの方に、少しでも長く、できる
だけ安全に。「運転寿命延伸＝健康寿命延伸」
九州DREAM STATION「にぎわいパート
ナー」に認定（青島駅）
新規　就労準備型支援PROGRAM 放課後等
デイサービスJOBS.　運営開始

History

Award

Organization chart 沿革
組織図

受賞


