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⼿すりの端材で作る ⻩⾦の天守閣 介護リフォーム店だからこそのア
イデア ⾼齢者をもっと元気に

法⼈加盟のFC4店舗が参加 9⽉16⽇敬⽼の⽇に ⾼齢
者デイサービスに寄贈
介護向け住宅リフォーム事業を⾏う株式会社ユニバーサルスペース(本社︓神奈川県横浜市、代表
取締役︓遠藤 哉)は、介護リフォームで最もニーズの⾼い⼿すりの端材を使って、⻩⾦の天守閣の
模型を制作するプロジェクトを2019年8⽉2⽇より開始しました。
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昨年、制作した⻩⾦の天守閣

本プロジェクトは、介護の現場で⾃⽴⽀援に⽋かせない⼿すりの端材のみを使って“⻩⾦の天守
閣”を制作するもので2018年にスタートしました。第2回の開催となる今回は、法⼈加盟のフラン
チャイズ店4店舗が参加し、3つの模型を制作。完成品は、9⽉16⽇の敬⽼の⽇に地域の⾼齢者デ
イサービス事業所3施設に寄贈します。



当社は2013年より介護リフォームフランチャイズチェーン『介護リフォーム本舗』を展開し、現
在では関東を中⼼に全国72店舗まで拡⼤、⼯事実績は45,000件を超えています。そして、最近で
は本業のリフォームだけでなく、要介護者の暮らしやすさを実現するリフォームの利便性や重要
性の啓発にも努めています。

■要介護者事故は家の中が7割以上 まず⼤切なのはリフォームの重要性を知ってもらうこと

⽇本で要介護認定を受けている⽅は、2000年の218万⼈から2015年には608万⼈と、わずか15年
で3倍近くにも増加し、今後も増え続けると予測されています(平成28年・厚⽣労働省⽼健局調
べ)。そして、実際に⾃らが介護を受ける時には「⾃宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み
合わせて⽣活したい」と希望する⽅が49％と、ほぼ半数を占めるというアンケート結果もありま
す(平成22年・同上調べ)。

「家で過ごしたい」は多くの⽅の願いですが、実は⾼齢者の事故の77％が住居内で起こっており
(平成29年・内閣府調べ)、健康であっても、家の中の事故がきっかけで寝たきりや要介護者にな
る⼈も数多くいます。

当社では、要介護者が安⼼・安全に⽣活できる家づくりの啓発が重要であると考えており、デザ
イナーや学⽣が参加する介護にまつわるデザインアワードの開催などを⾏っていますが、この度
の『⾃⽴⽀援で必要不可⽋の⼿すりを利⽤︕天守閣作成プロジェクト』もその⼀環としてスター
トしました。

■迫⼒の1.5mサイズを、リフォーム現場同様の作業⼯程で 端材を使⽤しエコにも配慮

昨年の第1回は本社が中⼼となって⾏った本プロジェクトですが、加盟店から「参加したい」とい
う声が上がり今回は加盟店4店が参加します。模型のモチーフは、昨年⾼齢者たちに⼤好評だっ
た“⻩⾦の天守閣”です。⽇本⼈にとって特別な天守閣を、⾝に着けると富や幸福をもたらすと⾔
われ、また優れた浄化⼒で病気の治療薬としても⽤いられることもある⾦⾊で着⾊。1.5mという
迫⼒あるサイズで、⾼齢者たちを元気づけます。

制作には「⼿すり」の端材を使⽤します。⼿すりは介護リフォームでもっとも需要が⾼く、端材
が多く出ます。これらをフランチャイズチェーン店舗の協⼒で集めて有効利⽤することで⾃然環
境に配慮し、また⾼齢者たちにとって⾝近な⼿すりの⼀部を使うことで、リフォームへの関⼼を
⾼めてもらうことも⽬的としています。

作業は、本社社員のアドバイスの下、加盟店のスタッフが通常業務の隙間時間に⾏いますが、
「設計」「切断」「組⽴」「塗装」「運営管理」といった分担や作業⼯程は実際の介護リフォー
ム現場と同様です。そのため当社の技術⼒をそのまま模型制作にいかすことができ、普段は顔を
あわせることがない本社社員とフランチャイズ店のスタッフが⼀緒にプロジェクトに関わること
で連帯感が⽣まれ、より充実したサービス提供をはじめ、技術⼒の向上にもつなげていきます。

寄贈式では、⾦⾊の最後のひと塗りを⼊居者に⾏ってもらう予定です。

当社では、今後の本プロジェクトに継続的に取り組むほか、介護リフォーム会社ならではの視点
やアイデアで、要介護者の安⼼・安全な暮らし作りに貢献していきます。

【プロジェクトの詳細】

名称︓『⾃⽴⽀援で必要不可⽋の⼿すりを利⽤︕第2回天守閣作成プロジェクト』

スケジュール︓2019年8⽉2⽇ プロジェクトスタート

       2019年8⽉3⽇〜8⽉31⽇ 作業〜完成

       2019年9⽉16⽇ 敬⽼の⽇⾼齢者デイサービス事業所へ寄贈



参加者︓法⼈契約をしているフランチャイズ店 4店舗

    ・介護リフォーム本舗 江⼾川店(ニューワンズ株式会社)

     東京都江⼾川区⻄⼩岩3-7-2

    ・介護リフォーム本舗 ⼤⽥店(株式会社進正電)

     東京都⼤⽥区⼤森本町1-7-8-303

    ・介護リフォーム本舗 葛飾店(株式会社サンセルモ)

     東京都葛飾区⽴⽯1-2-11

    ・介護リフォーム本舗 世⽥⾕店

     (有限会社カギの横浜ロックサービス)

     東京都世⽥⾕区⽟川3-38-4-101

製品サイズ︓約 幅900mm×奥⾏900mm×⾼さ1,500mmを想定

素材︓『介護リフォーム本舗』の協⼒の下、端材の部材を提供

   ・⼿すり

    サイズ︓直径35mm⼜は32mm×2,000mm

    本数 ︓100本以上

   ・補強板

    サイズ︓縦80mm×横2,000mm×幅15mm

    枚数 ︓50枚以上

使⽤⽅法︓⼿すりの端材を切断して、ブロックのようにパーツを積み上げていく。

作業⼯程︓「設計」「切断」「組⽴」「塗装」「運営管理」の5部⾨を

     希望者が責任を持って担当。

寄贈先︓真情(まごころ)デイサービス

    (本社︓滋賀県⼤津市⼤江四丁⽬12番14号)の3施設

    『きらめき』(住所︓東京都江⼾川区⻄⼩岩1-5-6)

    『⻄⼩岩』 (住所︓東京都江⼾川区⻄⼩岩3-7-2)

    『細⽥』  (住所︓東京都葛飾区細⽥5-23-2)

【店舗概要】

店名 ︓介護リフォーム本舗

設⽴ ︓2013年

店舗数︓全国に72店舗(直営店は4店舗)

    (岩⼿県1店舗、東京都12店舗、神奈川県9店舗、埼⽟県11店舗、

    群⾺県2店舗、茨城県1店舗、栃⽊県1店舗、千葉県7店舗、

    愛知県4店舗、岐⾩県1店舗、静岡県3店舗、⼤阪府5店舗、



    兵庫県1店舗、福井県1店舗、富⼭県1店舗、⽯川県1店舗、

    広島県2店舗、福岡県2店舗、熊本県1店舗、⼤分県2店舗)

URL︓ https://kaigor.com/ (https://kaigor.com/)

⼯事実績︓45,000件

     2013年度 3,700件

     2014年度 4,000件

     2015年度 4,200件

     2016年度 5,000件

     2017年度 7,100件

     2018年度 8,500件

売上⾼︓2013年12⽉ 3億6,500万円

    2014年12⽉ 3億8,300万円

    2015年12⽉ 4億1,700万円

    2016年12⽉ 4億6,100万円

    2017年12⽉ 6億2,600万円

    2018年12⽉ 7億8,200万円

特徴︓

・業務を効率的に回し、単価が低くても収益につなげるビジネスモデルを構築し

 フランチャイズ化。

 発明の名称「介護リフォーム⽀援システム」特許第 6222945号

・介護事業者や施⼯を実施するリフォーム業者との連携をネットワーク上で

 システム化。⾒積作成、介護保険の申請書類の作成、顧客情報、⼯事内容、

 部材の⼿配などの事務作業を⼀括で管理できるクラウドシステムを構築。

・画像認識 AI(⼈⼯知能)を活⽤し、介護リフォーム⼯事の⾒積作成を

 ⾃動化するアプリを開発。

 発明の名称「リフォーム業務⽀援システム リフォーム業務⽀援サーバー」

 特許第 6391206号

【会社概要】

社名    ︓ 株式会社ユニバーサルスペース

代表    ︓ 遠藤 哉

本社    ︓ 神奈川県横浜市⼾塚区⼾塚町3002

ホームページ︓ https://universalspace.jp/ (https://universalspace.jp/)

TEL     ︓ 045-392-6015

https://kaigor.com/
https://universalspace.jp/


設⽴    ︓ 2009年1⽉

資本⾦   ︓ 2,000万円

従業員数  ︓ 30名

事業内容  ︓ フランチャイズ事業／介護リフォーム／リフォーム／

        設計監理・施⼯管理業務／宅地建物取引業／保険代理業

  Categories: ビジネス (http://treme.jp/?cat=2), ライフスタイル (http://treme.jp/?cat=7), 住宅・不動産

(http://treme.jp/?cat=44), 医療・福祉・介護 (http://treme.jp/?cat=11), 社会・政治・経済

(http://treme.jp/?cat=37), 経営情報 (http://treme.jp/?cat=3) | /  by @Press (http://treme.jp/?author=2)

Post Author: @Press (http://treme.jp/?author=2)
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バーチャルシンガーAZKi、今秋11⽉に初の全国流通作かつ1stフルアルバム『Without U』発売、3rdワンマン

ライブ「レペゼンエンタス」開催等、4つの重⼤発表解禁︕ (Http://Treme.Jp/?P=3146)

「健康経営」で財政健全化に貢献 〜2040年に向け年間5兆3,000億円、若⼿経営者が決意表明〜

(Http://Treme.Jp/?P=12719)

国と共に⽣きるMMORPG『暁のエピカ -Union Brave-』新英雄「【⼤鎌の鋼翼】サンドラ」（CV︓近藤唯）

が新登場︕夏のクリスマスイベント開催に合わせて新しいアバターや乗り物も登場︕ (Http://Treme.Jp/?

P=15670)

「さいたま輝き荻野吟⼦賞」候補者の募集を開始します (Http://Treme.Jp/?P=11499)

今年は全国18会場に拡⼤︕JOYSOUND MAX GOの分析採点マスターで⾼得点を掴め︕「JOYSOUND×AEON

MALL全国カラオケ選⼿権2019」の出場者を募集中︕ (Http://Treme.Jp/?P=13269)
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