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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
プレスリリース発表元企業：株式会社ユニバーサルスペース

 

 

 
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。
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・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

 

【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/
 

詳細はこちら 
 プレスリリース提供元：＠Press
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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..（株式会社ユニバーサルスペース プレスリリース）

http://www.zaikei.co.jp/releases/550843/ 3/3

リフォーム会社を無料⽐較
LIXIL運営／地域密着型の 
リフォーム会社をご紹介！3 
分でできる⾒積⽐較

最新のプレスリリース

 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 12:30

 【Ｚ会】変わりつつある⽇本の英語教育、今どのような学習をすべきか？〜中⾼⼀貫中学⽣向け情報サイト

「Study-e（スタディエ）」新着記事のご紹介〜 11/24 12:05

 ネスレ ウェルネス アンバサダー presents 中丸三千繪コンサート -VOCALIST- 開催決定！11/25(⼟)10:00

より⼀般発売開始 11/24 12:01

 UNiCASE（ユニケース） Xʼmasプレゼントキャンペーン！Instagramで写真を投稿するとプレゼントが貰え

る♪ 11/24 12:01

 “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 12:00

 最新のプレスリリースをもっと⾒る

[PR]スマホ・タブレットニュースが満
載「mobilenavi」も運営しています

メインニュースカテゴリ

最新ニュース⼀覧
経営・ビジネス
企業・産業
時事・経済
マーケット
政治・社会
IＴ・サイエンス
環境・エコ

ビジネス情報

企業プレスリリース
企業向け融資・助成制度
企業リサーチ
⼈気のビジネス書籍

ライフ・エンタメ

写真ギャラリー
ライフ・ファッション
エンタメ
韓流STARS
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