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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 
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【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/ 

＠Pressプレスリリース詳細へ

提供元：＠Press

プレスリリース⼀覧へ

【調査データ特集】ビジネスで⾏き詰まったときこそ市場分析で将来を⾒据えた戦略⽴案を

WEB⾮公開の最新のマーケティング情報が毎⽉お⼿元に！マーケター・経営層向け定期購読誌『MarkeZine』

新刊：デジタルマーケティングで売上の壁を超える⽅法(MarkeZine BOOKS)

年に4回、EC業界の重要ポイントだけを、⼀冊の雑誌としてまとめてお届けする季刊『ECzine』
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険ジャパン⽇本興亜の奮闘とカスタマージャー
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2017/11/24

ITの⼒で地域を活性化！トラストバンク「ふる
さとチョイス」、市場開拓の道のりとマーケテ
ィング戦略 

2017/11/24

世界最⼤の家電⾒本市「CES」の歩き⽅／英語
のパネルディスカッションを突破する⽅策と必
須道具 

2017/11/22

パナソニック、オルビスが語るTwitterの可能
性 #Twitter4Osakaレポート
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「最⾼のサービスを常に追求」サイバーエージ
ェントが考えるLINE広告への取り組み
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「最⾼のサービスを常に追求」サイバーエ
ージェントが考えるLINE広告への取り組
み

2017/11/16
なぜセブン銀⾏は「5円から投資」のトラ
ノコと組むのか フィンテック時代に仕掛
ける「おつり⾰命」に迫る

2017/11/22
パナソニック、オルビスが語るTwitterの
可能性 #Twitter4Osakaレポート

2017/11/20
分散型メディア、SNSでの発信⼒が⼤きい
のは？第1位は「C Channel」
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世界最⼤の家電⾒本市「CES」の歩き⽅／
英語のパネルディスカッションを突破する
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「72時間ホンネテレビ」の反響は？
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デジタルマーケティングを
加速するプラットフォーム
の条件とは？

メディア関係者必読！新収
益モデルのヒントがここに

マーケティング・企画書に
使えるデータが⾒つかる！

発売1か⽉半で3刷決定！
『広告ビジネス次の10
年』特設ページ

編集部と⼀緒に取材・記事
づくりをしてみませんか？

売上UPを狙え！ メールマ
ーケティングの最新情報を
お届け！

データをフル活⽤した「イ
ンテリ」マーケティングを
実践するノウハウ公開！

この⼀冊でマーケティング
の潮流がつかめる！定期誌
『MarkeZine』

運⽤型広告時代を勝ち抜
く、ベストパートナーを！

こんな記事も読まれています

Alexa（アレクサ）とは何か - 第1回

第4回 本質を⾒抜いて勝つ！ ロングテー
ルはビジネスでは「使えない」理論であ
る （前編）

【最新レポート】旅⾏先を決めるのはSNS
それともブログ？ 観光とCGMの相性を
調査

第2回 オンライン広告とオフライン広告
の複雑な事情2〜認知を取るためのマス広
告とアクションを⽣み出すプロモーション
〜

ド根性主婦しのっちが超⼈気ネットショッ
プを⽣むために使った7つの秘策（前編）
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広告出稿、イベント出展に
ついてのお問い合わせはこ
ちら

注⽬のマーケティング資料

ネットマーケティングに役⽴つ注
⽬資料を公開中！

HP制作を⾦額で決めてませんか
www.all-internet.jp
制作〜運⽤まで徹底サポート！10年超の制作実績
／HPに費⽤対効果を求めるなら

SuitePRO V4／VPS
web.arena.ne.jp
料⾦改定で⽉額4000円ダウン！メモリ4GBなら⽉
額8400円〜

広告出したのに、もったいない
www.showcase-tv.com
帰っちゃってますよ、サイトから、もうちょっとで
申し込みそうだった⼈も
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MarkeZineについて  

デジタルを中⼼とした広告／マーケティングの最新動向を発信するマーケター向け専⾨メディアです。 
掲載記事、写真、イラストの無断転載を禁じます。  
記載されているロゴ、システム名、製品名は各社及び商標権者の登録商標あるいは商標です。

 

ページトップへ

各種RSSを配信中

ヘルプ

広告掲載のご案内

著作権・リンク

免責事項

会社概要

スタッフ募集！

メンバー情報管理

メールバックナンバー

プログラミング

エンタープライズ

IT⼈材

教育ICT

マネー・投資

ネット通販

イノベーション

ホワイトペーパー

プロジェクトマネジメント

書籍・ソフトを買う

電験3種対策講座

電験3種ネット

第⼆種電気⼯事⼠
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