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株式会社ユニバーサルスペース

業界初　FC展開や自社開発AIアプリ　端材を再利用した天守閣づくり
　神奈川県と連携　介護リフォームからSDGsの推進

高齢者の自立支援と環境配慮に着目『かながわSDGsパートナー (第2期 )』に登録

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。

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/LL_img_195334_1.jpg

登録証

■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。
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自社開発の見積AIアプリ

■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1,200mm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。
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天守閣プロジェクト

【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. 「働きがいも経済成長も」

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。

【特集・近未来！スマートロックの世
界】
第2回は、スマホでタッチするだけで
解錠も！スマートロック「Akerun」を
使ってみた

【プレゼント！】
スウェーデン発の家電メーカー「エレ
クトロラックス」のスティックタイプ掃除
機「エルゴラピード・リチウム」（カラ
ー：タングステン）が当たる！

【特集「MWC 2016」】
モバイルのトレンドが分かる世界最
大級の展示会「MWC 2016」がスペイ
ン・バルセロナで2月22日に開幕！
現地レポをお届け！

【はじめての格安スマホ】
「本当に安いの？」「注意点は？」と
いった疑問に回答！第4回は「ゲオス
マホ」を解説

【今週のエンジニア女子】
毎週さまざまな企業のエンジニア職
の素敵な女性を紹介する「今週のエ
ンジニア女子」

【木暮祐一のモバイルウォッチ】
■第93回 東日本大震災から5年、通
信ネットワークの災害対策は進んで
いるのか？

【連載・オトナのガジェット研究所】
■花粉症対策！スマホアプリで操作
できる空気清浄機「Blueair Sense+」
を徹底攻略

【連載・「視点」】
■注目の企業やそのサービスを取材
し、事業の戦略や着眼点を紹介

【防犯システムNAVI】
防犯システムのハードウェアからソリ
ューションまで最新情報を掲載

【発表】ブロードバンドアワード 2015
「キャリア」「光コラボ」「ISP」「無線LA
Nルータ部門」「ビデオオンデマンド部
門」の各部門を発表！

【ピックアップ】
あなたが使うスマホの通信環境はど
う？ネットワーク品質にかけるキャリ
アの取り組みに迫る。［PR］

【連載・快適ペットライフ】
■ペットの長生きをサポートする、「プ
レミアムフード」が人気を集める理由

【SPEED TEST】
■総務省ガイドラインで「実効速度」
を分析！

「食」の安心・安全
注目製品から最新トレンド、活用事
例を紹介

〒 -
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当社が開発したAIアプリ『FUS II』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。

画像4: https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/img_195334_4.png

自社開発の見積AIアプリを使った場合

画像5: https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/img_195334_5.jpg

クラウド上の管理システム

■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2

2名が作業分担をして、約6週間かけて幅900mm×奥行900mm×高さ1,200mm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。

画像6: https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/img_195334_6.jpg

寄贈式の様子

【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。

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

画像7: https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/img_195334_7.jpg

株式会社ユニバーサルスペース

【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 ： 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町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

中居正広、歌手デビューするざわちんの歌唱力に

「ほんと、ナメちゃだめ！」

240gで軽量なのに大容量13,400mAh搭載のモバイ

ルバッテリ

「黒崎くんの言いなりになんてならない」原作の”キ

ス＆耳かぷ”シーン公開

菜々緒、「モテたくて可愛い路線」だった大学時代

の写真公開

菜々緒、自身のランジェリー姿を絶賛「すばらしい

ですね！」

価格20万円のHDMIケーブル！フルスペック4Kに

対応

「仮面ライダー」俳優の稲葉友、実写ドラマ「ひぐら

しのなく頃に」で主演決定

佐々木希、あどけない小学生時代の写真公開

セカオワSaori、デビュー前のボーイッシュな姿にフ

ァン「今と全然違う！」「カッコいい！」

加藤紗里、川本真琴に「ブロック解除して～」

PC版

PDA版

iモード版

au版

SoftBank版

AirH"Phone版

アクセスランキング

全ニュースを対象にした、直近3時間のアクセスランキングです

ユーザーアシスタンス

ビジネスイベント情報

セキュリティ業界ニュース

中小企業向けニュース

分かりやすく伝えるITニュース

コンテンツメニュー

トップ

ブロードバンド

エンタープライズ

デジタル機器

エンタメ

ビデオ

スピード測定
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https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/img_195334_4.png
https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/img_195334_5.jpg
https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/img_195334_6.jpg
https://kaigor.com/
https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/img_195334_7.jpg
https://universalspace.jp/
https://www.rbbtoday.com/article/2016/03/15/140584.html
https://www.rbbtoday.com/article/2016/03/15/140585.html
https://www.rbbtoday.com/article/2016/03/15/140575.html
https://id.iid.jp/service/url/xrflso3z/p/www.rbbtoday.com/article/2016/03/09/140403.html
https://id.iid.jp/service/url/xrflso3z/p/www.rbbtoday.com/article/2016/02/24/139977.html
https://id.iid.jp/service/url/xrflso3z/p/www.rbbtoday.com/article/2016/03/15/140592.html
https://id.iid.jp/service/url/xrflso3z/p/www.rbbtoday.com/article/2016/03/15/140600.html
https://id.iid.jp/service/url/xrflso3z/p/www.rbbtoday.com/article/2016/01/15/138761.html
https://id.iid.jp/service/url/xrflso3z/p/www.rbbtoday.com/article/2016/02/23/139926.html
https://id.iid.jp/service/url/xrflso3z/p/www.rbbtoday.com/article/2016/03/09/140415.html
https://www.rbbtoday.com/hotspot/
http://dokoyo.jp/
http://dokoyo.jp/i/
http://dokoyo.jp/a/
http://dokoyo.jp/j/
http://airhphone.dokoyo.jp/
http://expotoday.com/
http://scan.netsecurity.ne.jp/
http://hanjohanjo.jp/
http://itnp.net/
https://www.rbbtoday.com/
https://www.rbbtoday.com/category/broadband/
https://www.rbbtoday.com/category/enterprise/
https://www.rbbtoday.com/category/digital/
https://www.rbbtoday.com/category/entertainment/
https://www.rbbtoday.com/special/1607/recent/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9
http://speed.rbbtoday.com/
https://secure.iid.jp/rbbtoday/mail/
http://www.rbbtoday.rakuten.co.jp/


2019/10/8 RBB TODAY | ブロードバンド情報サイト

https://www.rbbtoday.com/ad/atpress/release.html?pr_id=195334&charset=UTF-8 3/3

▲ページトップに戻る ページトップに戻る▲

【ニュース  特集】

| Ameba (アメーバ)  | ヤフー（Yahoo! JAPAN）  | グーグル（Google）  | NTTドコモ  | KDDI（au）  | ソフトバンクモバイル  | スマートフォン（スマホ）  | インフルエンザ  | SaaS

| エンタープライズ  | NGN  | ストレージ  | 仮想化  | 医療  | 教育  | 子ども  | デジタル家電  | デジカメ  | テレビ  | 東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）  | XGP  | HSDPA  | WiMAX

| エンタメ

【RBB TODAYのサービス】

| ブロードバンド  | ブロードバンドアワード2013  | 無線スポット  | 公衆無線LAN  | スピードテスト  | 速度測定  | 回線スピード  | 楽天市場

【リリース】

PR TIMES | 新商品  | 新着ニュース  | エンタメ

| RELEASE PRESS  | @Press  | DreamNews  | 共同通信PRワイヤー(国内)  | 共同通信PRワイヤー(海外)

※編集協力 HEW（デジタル機器、エンタメ）

リリース お問い合わせ 会社概要 個人情報保護方針

本サイトの内容は、著作権による保護を受けています。 Copyright © 2016 IID, Inc.

https://www.rbbtoday.com/special/3331/recent/Ameba
https://www.rbbtoday.com/special/950/recent/%E3%83%A4%E3%83%95%E3%83%BC%EF%BC%88Yahoo!%20JAPAN%EF%BC%89
https://www.rbbtoday.com/special/1792/recent/%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%AB%EF%BC%88Google%EF%BC%89
https://www.rbbtoday.com/special/1616/recent/NTT%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%A2
https://www.rbbtoday.com/special/845/recent/KDDI%EF%BC%88au%EF%BC%89
https://www.rbbtoday.com/special/1634/recent/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB
https://www.rbbtoday.com/special/1641/recent/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%EF%BC%88%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%EF%BC%89
https://www.rbbtoday.com/special/2474/recent/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B6
https://www.rbbtoday.com/special/1617/recent/SaaS
https://www.rbbtoday.com/category/enterprise/
https://www.rbbtoday.com/special/1654/recent/NGN
https://www.rbbtoday.com/special/1631/recent/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8
https://www.rbbtoday.com/special/1609/recent/%E4%BB%AE%E6%83%B3%E5%8C%96
https://www.rbbtoday.com/special/2019/recent/%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%83%BB%E5%8C%BB%E8%96%AC
https://www.rbbtoday.com/special/2767/recent/%E6%95%99%E8%82%B2
https://www.rbbtoday.com/special/3064/recent/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%83%BB%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%BB%E8%82%B2%E5%85%90
https://www.rbbtoday.com/category/digital/
https://www.rbbtoday.com/special/1736/recent/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%A1
https://www.rbbtoday.com/special/1686/recent/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93
https://www.rbbtoday.com/special/3608/recent/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD%EF%BC%88%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%B2%96%E5%9C%B0%E9%9C%87%EF%BC%89
https://www.rbbtoday.com/special/3132/recent/XGP
https://www.rbbtoday.com/special/1719/recent/HSDPA
https://www.rbbtoday.com/special/1589/recent/WiMAX
https://www.rbbtoday.com/category/entertainment/
https://www.rbbtoday.com/
https://www.rbbtoday.com/feature/award2013/
http://dokoyo.jp/
http://dokoyo.jp/
http://speed.rbbtoday.com/
http://speed.rbbtoday.com/
http://speed.rbbtoday.com/
http://www.rbbtoday.rakuten.co.jp/
https://www.rbbtoday.com/release/prtimes-goods/
https://www.rbbtoday.com/release/prtimes-news/
https://www.rbbtoday.com/release/prtimes-entertainment/
https://www.rbbtoday.com/release/releasepress/
https://www.rbbtoday.com/ad/atpress/
https://www.rbbtoday.com/ad/dreamnews/
https://www.rbbtoday.com/release/kyodonews_kokunai/
https://www.rbbtoday.com/release/kyodonews_kaigai/
https://www.rbbtoday.com/
http://www.iid.co.jp/news/
https://www.rbbtoday.com/ask/
http://www.iid.co.jp/company/
http://www.iid.co.jp/company/pp.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CbU-KJuObXduYIdXt2gTW-L-QBKqaxNlYwbOc2KsKq47OsOIXEAEgreH0HGCJq8eE-BPIAQKpAucjSiY2BUQ-qAMByAPJBKoEvgFP0Mg5K3b8fWamqz4d6kYtycy6gi3mcRQtadY-ucf9bQ9a60sbuCzX-DfxHq7t8WRgYWzIqMsGqJ4Zu-QlG4wbbogbcs21liAQIRidtSsdwQLqZkK_9CCemOJ7NAl-BBikj7_5bFi-CSiVFOOBJPDJ6ImmHsTH2glWCGcZalYoWEUBNWz1jx6UFYVGM7nYiBIUlCV6uXWUdl7Xd9iLzlU6RGvXpff5hzna2NwCRkXfDWQlfb_tef88ArlEiDMvoAYCgAe8jO2sAagHjs4bqAfVyRuoB8HTG6gHhdQbqAeB1BuoB4LUG6gHhtQbqAeE1BuoB5PYG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAcIgGEQARgdsQlkdX2OTf571oAKA4oKOGh0dHA6Ly9hbHRmYXJtLm1lZGlhcGxleC5jb20vYWQvY2svMTA1OTEtMjUwNjU2LTIzNDE0LTQy2BMK&ae=1&num=1&sig=AOD64_0gtrokTl8TWdiQqor5Cix_kc0BXw&client=ca-pub-0933571704299623&adurl=https://www.dellemc.com/ja-jp/optiplex/index.htm%23scroll%3Doff%26overlay%3Dhttps://www.dellemc.com/resources/ja-jp/asset/brochures/solutions/Dell_Client_Solutions_for_Healthcare_Brochure.pdf

