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ビジネスモデル特許 特許証【拡
⼤】

⽇本初！関係各社が介護リフォーム⼯事をクラウド管理
可能 ユニバーサルスペース、ビジネスモデル特許を取
得
株式会社ユニバーサルスペース(本社：神奈川県横浜市⼾塚区、
代表取締役：遠藤 哉)は介護リフォームにおいて要介護者の要望
に対して迅速に対応でき、介護リフォームのビジネス展開を⼀層
促進できる⽇本初のビジネスモデル特許を取得したことを発表い
たします。

画像1:

https://www.atpress.ne.jp/releases/142586/LL_img_142586_1.jpg
 ビジネスモデル特許 特許証

【本件のポイント】
 ・今回取得したビジネスモデルは介護リフォームにおいて⽇本初となるもの。

 ・要介護者とケアマネジャーそしてそこに関わる福祉⽤具業者との連携により施⼯をクラウ
ドベースでつなぎ、業務全体を効率化したシステム。

 ・このモデルを全国に展開することで、⾼齢者の⾃⽴⽀援、地域包括ケアシステムの推進に
貢献する。

【「介護リフォーム本舗」概要】
 関係各社が効率よく業務をこなせるようクラウド化された管理システムを利⽤し、ケアマネ

ジャーが作成するケアプランに従って⾏う現地調査、図⾯作成、⾒積書作成、⾃治体向け等
の書類作成、⼯事業者や部材の⼿配、⼯事別の損益管理等々の⼀連の業務をワンストップで
実施、管理できる仕組みを構築しました。これにより、各事業者は、業務スピードが⾼ま
り、安⼼品質を維持しながら適正収益が確保できることが可能になりました。

 毎⽇の⽣活に困っている要介護者に⼀⽇も早く施⼯を可能にし、喜んで頂けるサービス提供
を実現するビジネスモデルとなっております。

【特許権の概要】
 介護⽤の住宅リフォーム(介護リフォーム)の社会的な要望がきわめて⾼くなっているにも拘

わらず、要介護者の要望に応えるまで、複数の⼿順を踏んでいるため、従来は多くの⽇数を
要していました。

 本技術は要介護者とケアマネジャー、そしてそこに関わる福祉⽤具業者、リフォーム業者と
の連携をシステム化し、迅速に応えることを可能にしました。具体的には、介護リフォーム
の施⼯依頼情報、施⼯計画情報、⾒積り情報、受注情報などの介護リフォームに係る情報を
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複数の端末機器、管理サーバーを介し、受発信するシステムの提供であり、本システムを使
うことで迅速なリフォームが可能になりました。

登録番号 ：特許第6222945号
 発明の名称：介護リフォーム⽀援システム

【今後の展開】
 今回のビジネスモデルを全国に早く展開し、多くの困っている要介護者にこのサービスをお

届けする為に「介護リフォーム本舗」としてフランチャイズの店舗展開をスタートしており
ます。(全国30店舗、加盟店拡⼤中)

【株式会社ユニバーサルスペースについて】
 ユニバーサルスペースは2009年1⽉に設⽴以来、多くの要介護者やそのご家族、介護事業者

が抱える在宅での⾃⽴⽀援に関する課題を解決することを⽬指し、累積で2万5,000件以上
の介護リフォームを提供しております。

＜主な受賞歴＞
 2017/8 「かながわ・スタートアップ・ハブ」採択 神奈川県

 2016/7 「平成28年度 横浜市ベンチャー企業顧問派遣事業」採択 横浜市
 2016/3 経済産業⼤⾂賞 受賞「平成27年度 先進的なリフォーム事業者表彰」 経済産業省

 2015/7 「平成27年度 横浜市ベンチャー企業顧問派遣事業」採択 横浜市
 2014/9 「ものづくり・商業・サービス⾰新事業」採択 中⼩企業庁

 2014/8 「横浜市有望ビジネスプラン」採択 横浜市

商号 ： 株式会社ユニバーサルスペース
 代表者 ： 代表取締役 遠藤 哉

 所在地 ： 本社 〒244-0003 神奈川県横浜市⼾塚区⼾塚町3002
 設⽴ ： 2009年1⽉

 事業内容： 介護リフォーム
 URL ： http://universalspace.jp/

 「介護リフォーム本舗」 http://kaigor.com/

プレスリリース詳細へ  提供：@Press
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ロジテックファンド アライアンスに関するお知らせ

⾖蔵ホールディングス、障がい者雇⽤促進のための「⾖蔵ファーム」を千葉・柏市で11⽉15⽇より開
園

在宅クリニック向け情報プラットフォーム「cocomedica Board(ココメディカボード)」とクラウド型
電⼦カルテ「セコムOWEL(オーウェル)」、11⽉1⽇からシステム連携開始

フロントエンド開発を習得（PR techacademyjp）

なりたい肌印象を叶える！写真加⼯並の最強化粧下地（PR Beauty-Lab）

冬の化粧崩れは、実は深刻。業界御⽤達ヘアメイクが教える崩れない話（PR レブロン株式会社）

プレスリリース もっと⾒る

Huobi.proにQuantstamp（QSP）が上場し、QSP/BTCの取引ペアは同⽇中に134%上
昇

11.24 13:11

”実物⼤プラレール”も出現！「鉄道ホビートレイン」12/28プラレール発売のお知らせ 11.24 13:10

「SNSマーケティング」にも「働き⽅改⾰」を！＜勤務時間短縮＞と＜業績アップ＞を
同時に実現するクラウド型SNSマーケティングツールを提供開始

11.24 13:02

クライアント端末からの情報漏洩を防ぐUSB型 低価格シンクライアント「＠割符Live
USB」の販売を開始

11.24 13:02

ガンダム／ジオングの頭部が「もふもふクッション」に！ア・バオア・クー戦で活躍し
たMSで“ひとやすみ”

11.24 13:02

レンタルオフィス・Co-WorkingSpace(シェアリングエコノミーサービス)利⽤企業数
3,000社突破のお知らせ

11.24 13:02

親どりの⻭ごたえとこんにゃくの⾷感がたまらない！⾹川のソウルフード・⾻付どりに
インスパイアされた「親どりとこんにゃくのオリーブオイル漬け」新発売

11.24 12:55

iiyama PC「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より第8世代インテル(R) Core(TM)
i7-8700KプロセッサーとNVIDIA(R) GeForce(R) GTX 1080 Tiを搭載したミドルタワ
ーゲームパソコンを発売

11.24 12:32

Triple AlphaプロジェクトのICOは誰もが株式に⾼利回り投資ができるようにする 11.24 12:11

美少⼥戦⼠セーラームーン25周年を記念してwiccaとセーラームーンの夢のコラボウォ
ッチが登場！

11.24 12:02

“カタカナ発⾳”で学べる英会話教材アプリ11⽉24⽇に配信！恋愛・ボランティアを題材
にポップなデザインで楽しく学習

11.24 12:02

阪急17番街ではクリスマスフェア「クリスマスドリーム」を開催！その場でギフト券が
当たる抽選会を実施いたします。もれなく阪急17番街のギフト券(500円分)をプレゼン
トいたします。

11.24 11:55

新店舗『COVER HAIR bliss ⼤宮⻄⼝店』をオープン！店内は働く⼤⼈⼥性が癒される
空間を演出

11.24 11:55

SFエクスプレス 越境ビジネスにシッピング認証サービス導⼊ 11.24 11:41

AIを活⽤したビジネスマッチングセミナー「先進事例と共に成⻑するためのビジネスマ
ッチング」12/20までプレゼンターを第⼀次募集

11.24 11:32

豪華おみやげ付き！⼥性限定の美容系イベント「ぷるっとつやとーく〜お肌が喜ぶおは
なし〜」11⽉28⽇（⽕）イベント開催について（阪急⻄宮ガーデンズ5Fスタジモにしの
みや）

11.24 11:22

海藻コスメブランド「ラサーナ」に新ヘアケアライン誕⽣ “圧倒的な⽣命⼒”をコンセ
プトに通販などで全3品を販売

11.24 11:22

電通、オランダ最⼤のオムニチャネルCRM会社「オクシマ社」の株式78.8％取得で合意 11.24 11:20

地上で最も⽢いXmas『スイーツアート展2017』帝国ホテルアーケードにて12⽉1⽇〜
25⽇⼊場無料開催！

11.24 11:12

クリスマスまでをナッツ菓⼦でカウントダウン Beans Nuts 2017クリスマス限定ア
イテム販売開始

11.24 11:12

静岡のお茶屋が開催する⼯場⾒学・体験ツアー、前年⽐3倍を上回る参加者を記録！好評
により引き続きツアー予約受付中

11.24 11:12

3D、4Dコンテンツの制作企業「株式会社 NEXTEP STUDIO」、世界で初めてBoidアル
ゴリズムの基盤のVRコンテンツ開発

11.24 11:02

⽇常が楽しくなる新提案 財布を持たずに出掛けよう！東京・⼤阪駅やEVA初号機の胸
部が光るICカードクリップが登場

11.24 11:02

マーク・シューベルト⽒(元⽶国オリンピック代表⽔泳チーム監督)PX2無料講演会のお知
らせ「⽶国トップコーチによる次世代教育プログラムの開発と教育現場への導⼊」

11.24 11:02

 

http://sankei2ad.durasite.net/A-affiliate2/mobclick?campid=83900&creid=83901&keyword=ss.geino.textad.01&uaid=0&info=16869106915114975098250103&kuid=&ksegments=&requireUid=true&rid=1686910721508382162654561384628
http://sankei2ad.durasite.net/A-affiliate2/mobclick?campid=83898&creid=83899&keyword=ss.geino.box&uaid=0&info=16869107015114975098800096&kuid=&ksegments=&requireUid=true&rid=1686910721508382162654561384628
http://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=30101&campaignid=102616&zoneid=853276&bannerid=7672142&displayid=5a179f25f9b2cd1e71e6917cd4480300&uaCap=0&aid=DozvqnwwWStJeURPd21VbjhzMEtQb2ZxbEJLdkJ2MUpyc2hXeUE4TEVJR2xXbllJPXw=&u=|ZS7kHYfc/LDkx21fjLd/kKjDRxiSJYEPgs+yKDSTN4c=|
http://www.sanspo.com/geino/pressrelease/newslists/pressrelease-n.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112413110051-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112413100053-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112413020049-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112413020047-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112413020048-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112413020046-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112412550045-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112412320044-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112412110043-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112412020041-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112412020042-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112411550040-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112411550039-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112411410038-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112411320037-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112411220035-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112411220036-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112411200034-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112411120031-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112411120033-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112411120032-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112411020030-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112411020028-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112411020027-n1.html
http://www.sanspo.com/geino/news/20171124/prl17112411020029-n1.html


2017/11/24 ⽇本初！関係各社が介護リフォーム⼯事をクラウド管理可能 ユニバーサルスペース、ビジネスモデル特許を取得 - 芸能社会 - SANSPO…

http://www.sanspo.com/geino/news/20171109/prl17110914520106-n1.html 4/4

モバイル  RSS       

Copyright (C) 2017 SANKEI DIGITAL INC. All rights reserved. ページ先頭へ

産経新聞社  運営会社  利⽤規約  プライバシーポリシー  知的財産ポリシー  WEB広告掲載  新聞広告掲載  お問い合わせ  新聞購読

もっと⾒る

【キングダム ハーツ】シリアルナンバー⼊り男⼥兼⽤腕時計の第⼆弾！
ZOZOTOWN「Disney Lifestyle Collection」にて12⽉1⽇（⾦）12時より先⾏予約受付
開始！

11.24 11:02

『鎌倉ものがたり』や『花より男⼦』『ハル×キヨ』などの⼈気漫画が今だけ無料で読め
る！

11.24 10:52

“パン・オブ・ザ・イヤー”⾦賞受賞の⾼級「⽣」⾷パン専⾨店『乃が美 はなれ』が広島
県福⼭市に12⽉1⽇(⾦)オープン

11.24 10:42

秩⽗鉄道“初”のCM動画を制作！『SL運⾏30周年記念CM〜望郷編〜』が完成〜SLの魅⼒
と秩⽗鉄道から皆様への感謝のメッセージをこめました〜

11.24 10:42

おうちで真珠探し！真珠⾙、ヒオウギ⾙など愛媛産の活き⾙をセットにした「海のたま
て箱」休暇村のQパックで2018年3⽉末まで販売

11.24 10:42

希少なお酒に出会える！酒のプロが初出店する体験提供型カフェ＆バル【RARE(レア)】
錦⽷町にオープン！

11.24 10:42

【⽇本から72名選出】世界で最も影響⼒の⼤きい科学研究者2017年版を発表 11.24 10:40

全国1,000⼈のパパ・ママの声から誕⽣！「和⾷で⼦育てを応援する」をコンセプトとし
た特設サイト「おうちで和⾷」2017年11⽉24⽇(和⾷の⽇)〜期間限定でオープン！

11.24 10:33

横浜ワールドポーターズ クリスマスイルミネーション＆イベント 2017年のテーマは
「デンマーク」！『FANTASTIC CHRISTMAS』12⽉25⽇(⽉)まで開催

11.24 10:32

「五星戦隊ダイレンジャー」玩具の復刻リクエスト募集！第2弾はキバレンジャー専⽤ロ
ボ“ウォンタイガー”！

11.24 10:32

⽇本中の学⽣エンジニア300名が集結する「ギークフェスタ」⼤好評！企業枠を拡充
し、受付開始

11.24 10:22

第2回「楽器・⾳楽川柳」作品を⼤募集！ 特別審査員は、坂崎幸之助さん 11.24 10:22

カリスマパンマニア・⽚⼭智⾹⼦⽒プロデュース 全国49の⼈気店から約350種のパン
が池袋東武百貨店に⼤集合！「IKEBUKURO パン祭」11/30〜開催

11.24 10:12

オスラムの新LEDチップ⼯場がマレーシア クリムで稼働 11.24 10:11

【初開催】三都⽂化体験プログラム「京都・⼤津・奈良・古（いにしえ）の三都めぐ
り」販売！

11.24 10:10

【ケルヒャー】「⼤掃除」アンケート調査 11.24 10:10
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