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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、『かながわSDGsパートナー（第2期）』に登録され、10⽉3⽇の登録式に参
加いたしました。

『かながわSDGsパートナー』は、神奈川県がSDGs推進を⽬的に2019年4⽉に第1期の募集
を開始。SDGsの推進に資する事業を展開している企業等の取組事例を神奈川県が募集・
登録・発信するとともに、県と企業等が連携してSDGsの普及啓発活動を2年間（更新可）
おこなっていきます。第2期では88の企業等が登録しています。

今回、当社が取り組む「⾼齢者の⾃⽴⽀援」と「環境への配慮」という点を活かし、
SDGsの普及啓発に取り組んでまいります。

ベーシストたちが繰り広げる熱い⾳楽の祝祭「THE BASS DAY LIVE 2019」出演者

エンタメ ライフスタイル 芸能 映画・テレビ 書籍・雑誌

アニメ・マンガ ⾳楽 ブライダル ヘルスケア ファッション
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■ビジネス化が難しいとされる介護業界 フランチャイズ展開、AIアプリの開発など⾰新
的な挑戦
今年、創業10年を迎えた当社は、「快適⽣活を創る」という経営理念を掲げ、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』の展開を開始。社会貢献
の側⾯が注⽬され、ビジネス化が難しいとされる介護業界において、“きちんと収益を上げ
る”ことを重視。同時に、介護リフォームで重要な“⾼齢者の⾃宅での危険を1⽇も早く取り
除く”ことに取り組んでいます。これまでにビジネスモデル特許取得、フランチャイズ展
開、AIアプリの開発など⾰新的な挑戦を⾏い、介護リフォーム業界に新しい⾵を吹き込ん
でいます。

その結果、累計⼯事実績40,000件超、2018年度の⼯事実績前年⽐120％、売上前年⽐
125％と創業時から右肩上がりで順調に推移。2016年にはビジネスモデルが経済産業省の
『先進的なリフォーム事業者表彰』にも選定されています。現在、関東を中⼼に全国80店
舗まで拡⼤、年内には100店舗を⽬指しています。

■再利⽤ 端材で天守閣づくり シニアに元気づけも
また、リフォームの観点から介護分野・⾼齢者を元気づけすることを⽬的に⼿すりの端材
を使った天守閣の模型を制作するプロジェクトを昨年より取り組んでいます。介護リフォ
ームで⼀番多い⼿すりの取り付け⼯事では端材が多く出ます。その端材を再利⽤し幅
900mm×奥⾏900mm×⾼さ1200mmのサイズの天守閣を本社とフランチャイズ加盟店のス
タッフが連携し、空き時間を使って制作。完成した天守閣は、敬⽼の⽇に介護施設に寄贈
しています。



今後、⼿すりの取り付けや段差解消を⾏う介護リフォームのニーズがますます⾼まってい
きます。当社は事業を通じて、要介護者の暮らしやすさの創出だけでなく、元気づけと地
域の活性化にも積極的に取り組んでまいります。

【ユニバーサルスペースのSDGs推進宣⾔】
3. 「すべての⼈に健康と福祉を」
11.「住み続けられるまちづくり」
〜私達の事業であります介護リフォームを通じて住みやすい住環境を整備し、⾃⽴⽀援介
護の健康社会に
貢献する。
8. 「働きがいも経済成⻑も」
9. 「産業と技術⾰新の基盤をつくろう」
〜シニア市場へITを導⼊して新たな技術⾰新を次々に開発することにより携わる⽅の労働
時間も
減らしていく。
12.「つくる責任つかう責任」
〜リフォーム資材の端材を再利⽤しての介護施設へのボランティア活動をすることにより
⾼齢者を元気に
なってもらう。

⾃社開発の⾒積AIアプリについて 現地調査、⾒積・図⾯作成、契約締結が約1時間で完
了
リフォームでは、訪問して現地調査し、⾒積りや図⾯の提出は後⽇。さらに承認後も契約
締結など多くの業務が発⽣します。とりわけ介護リフォームでは、⾼齢者の⾃宅での危険



を⼀⽇も早く取り除くことが望まれますが、⼯事完了までに時間がかかることが課題でし
た。

当社が開発したAIアプリ『FUSII』は、現地調査時にタブレット端末の専⽤アプリで写真を
撮影するだけで、⾃動的に⾒積を作成し、クラウド上の管理システムと連携されます。内
容に問題がなければ、その場で⼯事の契約締結が可能となり、施⼯までの期間を⼤幅に短
縮することができるようになります。今後は、⼯事代⾦の決済までワンストップでできる
システム化を図る予定です。

2018年11⽉から運⽤を開始し、フランチャイズチェーンの加盟店に提供しています。ゆく
ゆくは介護リフォームを⼿がける⼯務店が無料で使⽤できるプランを⽤意する予定です。

好評 今年は3カ所に寄贈 要介護者が安⼼して⽣活できる家づくり啓発プロジェクト
天守閣の模型を制作する本プロジェクトは、昨年は本社が中⼼となって1つの天守閣を制
作。『幸せを呼ぶ⾦の天守閣』と名付けました。2回⽬の開催となる今年は、フランチャ
イズ加盟店から「参加したい」という声が上がり、法⼈加盟のフランチャイズ店2店舗が
中⼼となって天守閣の模型を3つ制作。本社社員が指導しながら、法⼈加盟のフランチャ
イズ店2店舗22名が作業分担をして、約6週間かけて幅900mm×奥⾏900mm×⾼さ1200mm
のサイズの天守閣を完成しました。

毎年、天守閣は敬⽼の⽇のお祝いのイベントの⼀環として、地域の介護施設に寄贈してい
ます。また、9⽉に誕⽣⽇を迎える利⽤者が代表として、天守閣の模型に⾦⾊が塗られて
いない⼀部分に最後のひと塗りをしてもらい完成させます。
天守閣の模型を間近で⾒た⾼齢者は「ツキがきそう」「華やか」「元気になりそう」など



の声があがり、プロジェクトに参加した社員からは「⾼齢者の⽅々の笑顔が⾒れて良かっ
た」「想像していたより喜んでくれて良かった」など好評です。
また、昨年寄贈した⾼齢者グループホームの利⽤者に天守閣についてのアンケートをおこ
なったところ、「利⽤者同⼠の話題づくりになっている」「室内の雰囲気が明るくなっ
た」などの感想を頂いています。

【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80店舗 （直営店は4店舗）
    （岩⼿県1店舗、宮城県1店舗、東京都16店舗、
      神奈川県12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、⼭梨県1店舗 
     愛知県4店舗、岐⾩県1店舗、静岡県4店舗、⼤阪府6店舗、
     兵庫県1店舗、福井県1店舗、富⼭県1店舗、⽯川県2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/

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。

http://indytimeline.com/?action_jump=1&dnpid=0000202885&dnurl=https%3A%2F%2Fkaigor.com%2F


      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/
TEL  ：045-392-6015
設⽴ ：2009年1⽉
資本⾦ ：2,000万円
従業員数 ：28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

＜本件に関する問い合わせ先＞
ユニバーサルスペース広報事務局  担当： 杉村（携帯：070-1389-0175）
TEL:03-5411-0066  FAX:03-3401-7788  E-mail：pr@netamoto.co.jp
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アートイベント「クリエイテ
ィブ リトアニア」〜東欧リ
トアニアからの贈り物〜

ライフスタイル

フーッと⼀息で⼿のひらサイ
ズから抱き枕になるエアピロ
ー！動画ショッピングサイト
DISCOVERで販売開始。

マヌカハニー⽇本国内No.1
ブランド「マヌカヘルス」か
らマヌカハニーキャンディー
(プロポリス配合)が本⽇10⽉
8⽇(⽕)にリニューアル発
売！

フランスのアイウェアブラン
ドPARASITE(パラサイト)の
ニューモデルが第23回⽇本
メガネ⼤賞2020を受賞
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フランスのアイウェアブラン
ドPARASITE(パラサイト)の
ニューモデルが第23回⽇本
メガネ⼤賞2020を受賞

ギネス世界記録認定3,088個
のダイヤモンド付きサングラ
スが開催50回を迎える『秋
の保税展2019』に⽇本初上
陸！

今年の冬は脱ダウン！⽊の実
から⽣まれた中わた「カポッ
ク」を使⽤した、暖か＆エコ
なコートを、セシールより新
発売
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コンビニおでんもピザも容器
ごとそのまま卓上で温め保
温 冷めずに美味しい『Mサ
イズピザにも対応！「フード
ウォーマープレートミニ」』
を発売

セシールより、“伸びて戻
る”が新感覚のストレッチニ
ットセーターを新発売
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