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株式会社ユニバーサルスペース 2017年11⽉9⽇ 14時45分

ニューストップ 経済ニュース プレスリリース 記事

⻑岡オール電化 | ⻑岡市の⽔廻りリフォームはお任せください！オール電化、太陽光の取り扱いも

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。
 

ビジネスモデル特許 特許証
( 1 / 3 )
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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

 

【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/

リリース詳細：https://www.atpress.ne.jp/news/142586

※本プレスリリースは発表元が⼊⼒した原稿をそのまま掲載しております。詳細は上記URLをご参照ください。また、
プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願い致します。

http://universalspace.jp/
http://kaigor.com/
https://www.atpress.ne.jp/news/142586
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ランキング  今⽇のニュース  写 真

彼と結婚できる可能性は？電話で占う！

関連サービス： 翻訳  天気  ブログ  乗換

ニュース  天気  翻訳  ブログ  占い  電話占い  フレンズ  婚活  不動産  ショッピング  レシピ  
 

エキサイト  ウーマンエキサイト  最安プロバイダ
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総合 ランキング

＜外国⼈技能実習＞来⽇費⽤１００万円、⾜かせ 滞る返済

＜福岡・転落＞防波堤から海に、男性重体 罰ゲームで

『アンパンマン』OP＆ED“ドキンちゃん”の絵を紹介 ネットでは悲しみの声 

「トリバゴ」CM美⼥ナタリー・エモンズ、⽇本での⼈気を実感 ⼥優業にも意欲

最後の連絡後に「爆発⾳」＝消息不明の潜⽔艦か―アルゼンチン

⼦ども会連合会副会⻑を逮捕＝少⼥にキスした疑い―松江

板尾創路と「ミスFLASH」の不倫現場をリークしたのは誰なのか

“悪⼥”ならまだマシ！ 錦織圭の彼⼥・観⽉あこがヤバいとされる理由

【医師に聞く！】「睡眠不⾜」が続くときの上⼿な睡眠法・おすすめ対策

安室奈美恵、引退美談の裏に隠された“苦しい”事情とは？ 精神的に追い込まれていた可能性も

    

    

    

Recommended by 

ついに横⽥早紀江さんも
“圧⼒⼀辺倒”の安倍外交
に異論

国内線割引運賃「旅割」3
⽉ご搭乗分まで販売中！
ANA

⼦どもに「健康ミネラル
むぎ茶」で、⽔分補給
伊藤園

ガシャ誤表記で炎上中の
「ドラゴンボール ドッカ
ンバトル」、原因はメモ

神⼾市の樹齢150年のあ
すなろを使った「世界⼀
のクリスマスツリー

「星野源は悪評だらけ」
テレビ局、⾳楽関係者を
あぜんとさせた“横暴エピ

「奥様は、取り扱い注
意」7話。ようやく⻄島秀
俊を疑い始めた綾瀬はる

「トリバゴ」CM美⼥ナタ
リー・エモンズ、⽇本で
の⼈気を実感 ⼥優業にも

賢いママの買い物事
情・・・こんなに違い
が？
みずほ銀⾏

半年で14回保護された認
知症の⺟、外出を⽌めた
息⼦の暴⾏で死亡

なぜ？⽶国を訪れた韓国
⼈85⼈が⼊国を拒否され
る＝韓国ネットからは

インスタで炎上！炭⽔化
物を溶かすダイエットを
続けた結果…
ジョイフルライフ

板尾創路と「ミス
FLASH」の不倫現場をリ
ークしたのは誰なのか

ダイソーの「焼きそばを
電⼦レンジで作る容器」
が地味にベンリ

＜外国⼈技能実習＞来⽇
費⽤１００万円、⾜か
せ 滞る返済

PR PR

PR

PR

https://www.excite.co.jp/News/
https://www.excite.co.jp/News/society/
https://www.excite.co.jp/News/entertainment/
https://www.excite.co.jp/News/sports/
https://www.excite.co.jp/News/column/
https://www.excite.co.jp/News/bit/
https://www.excite.co.jp/News/review/
https://www.excite.co.jp/News/odd/
https://www.excite.co.jp/News/economy/
https://www.excite.co.jp/News/it/
https://www.excite.co.jp/News/world/
https://www.excite.co.jp/News/rank/
https://www.excite.co.jp/News/today/
https://www.excite.co.jp/News/photo_news/
http://adimp.excite.co.jp/ADCLICK/CID=000197f24a7fd87b00000000/SITE=EXCITE.UNV/AREA=TEXT.FOOTER/AAMSZ=TEXT/OENCJP=UTF8/BT2=w0a,w196a,w232a/acc_random=61854886/pageid=88741052
http://media.excite.co.jp/jump/link02/
http://www.excite.co.jp/world/
http://weather.excite.co.jp/
http://www.exblog.jp/
http://www.excite.co.jp/transfer/
https://www.excite.co.jp/News/
http://weather.excite.co.jp/
http://www.excite.co.jp/world/
http://www.exblog.jp/
http://fortune.woman.excite.co.jp/
https://d.excite.co.jp/
http://friends.excite.co.jp/
https://wedding.excite.co.jp/
http://realestate.excite.co.jp/
http://shopping.excite.co.jp/
https://erecipe.woman.excite.co.jp/
http://www.excite.co.jp/
https://woman.excite.co.jp/
http://bb.excite.co.jp/
https://www.excite.co.jp/News/rank/
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20171124/Mainichi_20171124k0000m040117000c.html
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20171124/Mainichi_20171124k0000e040155000c.html
https://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20171124/Oricon_2101124.html
https://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20171124/Mdpr_news1729151.html
https://www.excite.co.jp/News/world_g/20171124/Jiji_20171124X911.html
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20171124/Jiji_20171124X936.html
https://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20171124/Jprime_11153.html
https://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20170728/Messy_50652.html
https://www.excite.co.jp/News/woman_clm/20171124/Bibeaute_194898.html
https://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20170923/Tocana_201709_post_14552.html
http://www.excite.co.jp/guide/wisteria/
https://www.excite.co.jp/News/politics_g/20171123/Gendai_428124.html
https://ad-wisteria.excite.co.jp/ad/p/r?_site=2&_loc=2&_campaign=15&_article=286&_link=368&_image=384&_deliver=1
https://ad-wisteria.excite.co.jp/ad/p/r?_site=2&_loc=2&_campaign=35&_article=253&_link=305&_image=319&_deliver=1
https://www.excite.co.jp/News/it_g/20171116/Itmedia_nl_20171116047.html
https://www.excite.co.jp/News/it_g/20171120/Buzzap_46109.html
https://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20171120/Cyzowoman_201711_post_160542.html
https://www.excite.co.jp/News/reviewmov/20171122/E1511283549772.html
https://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20171124/Mdpr_news1729151.html
https://ad-wisteria.excite.co.jp/ad/p/r?_site=2&_loc=2&_campaign=37&_article=255&_link=315&_image=328&_deliver=1
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20171124/Jprime_11107.html
https://www.excite.co.jp/News/chn_soc/20171122/Recordchina_20171122033.html
https://dsp.logly.co.jp/click?ad=G8GmQLsVMLaI0pjskQpN4PMNKXKlaswW4YApEQWmE2M-MCwL3CuD-wG01RruEkbkUxjcgG2n-rhLCg4VdZTM38ilDvdRFnf5QGSsSfB1a6swkb8C9Z1UJrxeOUPuh_wuez7jq0cwB4urqnT1IEUBTGutHCSKWS9Fl6cc4xTb8n03ZfyPuX0tTsKC0fQYGJAyLz0wWCZpeylsSBky9PfD101u5S6CyJDBolKVtkdXv2pKew3dVwHHcEHGLcJhEFq9xgzHBsMJia30s6P1tGA-HnP8SLXjp8s1NGYE2t2vgLqUxO-oAL0wpZer-TCuCCn_R9kkA6E9dP28hA5KDDfFqSQeKXdl4dtqRBmnX1yWmsQNMTLm58H1l3DQhGR5tOR0vJweOSu_TBr5IPDSegL7uhov1_Sn8bpLPhiAtmfDG8s
https://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20171124/Jprime_11153.html
https://www.excite.co.jp/News/column_g/20171123/Mitok_109202.html
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20171124/Mainichi_20171124k0000m040117000c.html
http://www.excite.co.jp/guide/wisteria/privacy/
http://www.excite.co.jp/guide/wisteria/privacy/
http://www.excite.co.jp/guide/wisteria/privacy/
http://www.logly.co.jp/privacy.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 (プレスリリース) - エ…

https://www.excite.co.jp/News/release/20171109/Atpress_142586.html 5/5

ヘルプ/お問い合わせ  サイトマップ  個⼈情報保護  情報取得について  免責事項

Copyright © 2017 ＠Press All rights reserved.
Copyright © 1997-2017 Excite Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

https://support.excite.co.jp/
http://www.excite.co.jp/sitemap/
https://info.excite.co.jp/top/protection.html
https://info.excite.co.jp/top/protection/privacy/cookie.html
https://info.excite.co.jp/top/disclaimer.html

