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株式会社ユニバーサルスペース

リフォーム業界初！写真を撮るだけで見積作成ができる
 AIアプリを開発　

 介護リフォームを手がける施工店に無料で提供

株式会社ユニバーサルスペース(本社：神奈川県横浜市戸塚区、代表取締役：遠藤哉)は、画像認識AI(人工知能)を使い、介護リフォ

ーム工事の見積を作成するシステムを開発しました。
 

 

画像1:https://www.atpress.ne.jp/releases/148434/LL_img_148434_1.jpg
 

AIアプリ
 

 

このシステムは、見積の担当者が現地調査時に、タブレット端末を使い専用のアプリで写真を撮影するだけで自動的に見積が作成さ

れ、クラウド上の管理システムと連携されるというもの。見積内容に問題なければ、その場で工事の契約締結や工事代金の決済も可

能なため、施工までの期間を大幅に短縮できる、リフォーム業界では初となる画期的なシステムです。当社では、システム特許を申

請しました。
 

このアプリは2018年4月にリリース予定。当社が運営する介護リフォームのフランチャイズチェーン「介護リフォーム本舗」の加盟

企業に提供しますが、他の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もリリースする予定です。
 

 

 

【本件のポイント】
 

●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
 

●工事の請負契約締結や代金決済機能もあり、大幅な業務効率化が可能
 

●リフォーム業界では初のシステムで、特許出願(2018年1月29日現在)
 

●2018年4月にリリース予定。加盟店以外の工務店も無料で使用可能となる予定
 

 

 

【背景】
 

現在、政府は「お世話をする介護」から「自立支援介護」にシフトしております。従って、住み慣れた自宅で、安心して安全に生活

できる環境整備が、これまで以上に求められます。これを実現するのが、手すりの取付や段差解消などを行う介護リフォームです。

ただし、従来の介護リフォームは現地調査に訪問して後日見積や図面を提出し、承認後も契約締結など多くの業務が発生するため、

工事完了までに時間がかかるのが普通でした。自宅での危険を一日も早く取り除くことが望まれるにもかかわらず、何日も手続に待

たされることになってしまいます。当社の新しいAIアプリはこの状況を劇的に改善します。
 

 

 

■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2万7,000件以上の介護リフォームを提供しております。現在では、「介護リフォーム本舗」のブラ

ンドで日本初の介護リフォームのフランチャイズチェーンを運営しております
 

 

＜主な受賞歴＞
 

2017年8月「かながわ・スタートアップ・ハブ」採択神奈川県
 

2016年3月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
 

2014年8月「横浜市有望ビジネスプラン」採択横浜市
 

 

＜会社概要＞
 

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神奈川県横浜市戸塚区戸塚町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/
 

 

 

■今後の展開
 

全国の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ために「介護リフォーム本舗」として店舗展開を加速します。2018年

末までに60店舗体制を目指しています(現在、全国33店舗)。
 

 

※「フランチャイズ・ショー2018」2018年1月31日～2月2日
 

場所：東京ビッグサイト(小間番号：FC0412)にてデモ発表いたします。
 

https://messe.nikkei.co.jp/exhibitor/info/FC/ja/9259/
 

【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L

AN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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特集・連載
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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

メール購読

楽天市場
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▲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.
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