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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、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 

今⽇ ⽉間
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＜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/ 

■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/ 

＠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

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』

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』

【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

記事 ニュース

2018/02/01

【クイズ】これくらいマーケターなら常識？マ
ーケティング⽤語理解度チェック（略語編） 

2018/01/31

求められるのは、マーケティング視点〜リクル
ート「Airレジ」が取り組む、最新カスタマー
サポート 

2018/01/31

ジト⽬の「⾃分の肝臓ボット」とFacebookメ
ッセンジャーで会話!?飲み過ぎ防⽌に光明か 

2018/01/30

⾃社データだけではできない、真の顧客理解 
サードパーティーデータの有効な活⽤⽅法と
は？

2018/01/30

絶対的「解」のないブランドセーフティ、対策
が難しい原因とは

2018/01/24
Instagram、ストーリーズでGIFスタン
プの使⽤可能に 今後のアップデートも発
表

2018/01/30
ハッシュタグのフォロー機能は、
Instagramのマーケティングをどう変え
る？

2018/01/31
「LINE＠」、楽天市場の出店店舗向け
SNSサービス「R-SNS」と連携開始 

2018/01/26
天候などの外部データ活⽤でCVRを2倍
に！ ファンケルのRDC活⽤事例に迫る

2018/02/01
電通デジタル、オープンイノベーション創
出のための共同研究組織 「共創イノベー
ションラボ」を設⽴ 

2018/02/01
急拡⼤する国内YouTuber市場規模、
2017年は219億円に【CA Young Lab調
査】 

新着

新着記事⼀覧を⾒る
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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！

メディア関係者必読！新収
益モデルのヒントがここに

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

この⼀冊でマーケティング
の潮流がつかめる！定期誌
『MarkeZine』

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？

マーケティング・企画書に
使えるデータが⾒つかる！

運⽤型広告時代を勝ち抜
く、ベストパートナーを！

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

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！

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！

CVRを下げる「イラッ」
www.showcase-tv.com
ユーザーがイラ⽴つポイント？そこをおさえてweb
サイトの成果を向上

こんな記事も読まれています

とっつきにくいけど実はエクセル以上に賢
いヤツ フリー統計解析ソフトウェア「R」
を触ってみよう【R⼊⾨講座】

タグとは何か同僚に説明できますか？タグ
に関する基礎知識

よく⽿にする「タグ」の意味を理解してま
すか？ Googleアナリティクスを使うな
ら最低限知っておきたい「タグ」の知識

DMPの仕組みを知ろう、オーディエンス
データを統合する「CookieSync」と「名
寄せ」

スマホ、パソコン、タブレット…デバイス
ごとの検索キーワードの違いと共通項

Pick Up Links

スポンサーサイト
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騙されない！⿅嶋市のリフォーム
xn--y8j2fgb5.club
39万の差が！⿅嶋市のリフォーム費⽤簡単30秒の
⾒積リフォームCOM／提携

億トレーダーの株式投資セミナー
wolf-murata.info
脱初⼼者のための利益１０倍ＵＰセミナー億稼ぐ投
資家のトレード法を習得。東京
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