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NEC Solution Innovators

歩⾏姿勢測定システム 整体や介護施設などで健康維持・ 
改善に取り組む現場のみなさまに 
おすすめです。

ニュース  リフォーム  アプリ  介護  横浜市  遠藤

1⽉30⽇（⽕）13時0分 ＠Press

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】 

1 ⽶ゼロックスを買収＝株式
過半６７１０億円で取得̶
事務機で世界最⼤・富⼠フ

2 ⼀代で⾦持ちになれる！年
収3000万の会話術

3 セブン、国内で2万店突破
⼩売業で初の⼤台

4 パナ、ミキサー事故でリコ
ール 97万台の部品交換へ

5 「おかめ納⾖」値上げ

経済 リリース

写真を拡⼤

NEC Solution Innovators

歩⾏姿勢測定システム
歩くだけ簡単測定、結果⾒える化で 
説明・指導もスムーズ、患者さんと 
改善⽬標を共有できます。

経済トピックス

 富⼠フイルムが⽶ゼロックス買収

 国産ウイスキー 3250万円で落札 

 トヨタ アルファード他リコール

 おかめ納⾖値上げへ ⼤⾖⾼騰 

 パナ ミキサー事故でリコール 

 セブン 国内で2万店の⼤台突破 

 バレンタインジャンボ宝くじ発売 

 渋⾕に「変なカフェ」オープンへ 

 SHARP 東芝のPC事業買収検討か

 ヤマト Amazonなどが値上げ了承 

「本当にすごい」SNSで話題...（PR）
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【緊急速報ニュース】の通知を受け取りますか？ 
通知の設定はいつでも変更できます。
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●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/ 

詳細はこちら 
プレスリリース提供元：＠Press

1 慰安婦「記憶遺産」“落
選”に韓国政府衝撃 実際は
引き分け

2 ⼤⽵まことの28歳⻑⼥が⼤
⿇所持で逮捕 認否不明

3 俳優・成⽥凌の「態度が悪
すぎ」と関係者から苦情噴
出！ 所属事務所の“放任主

4 寒い夜、下着はかず下半⾝
露出 容疑で４６歳⼥逮捕

5 バスト⾒せ損？吉岡⾥帆
「きみ棲み」のギャグホラ
ーな展開に視聴者ドン引

最新トピックス

 貴親⽅ ニコニコ会⾒の裏で秘策 

 無施錠の⾃転⾞「拾った」と主張 

 歩道で下半⾝露出 46歳⼥逮捕 

 年内に全警官カメラ装着 NY市警 

 アルツハイマー 簡単に⾎液判定 

 安倍⾸相 朝⽇の森友報道を批判

 ストレスが飲み会頻度を増やす？ 

 施設⽕災「ぼーんという⾳」 

 成⽥凌「態度悪すぎ」と苦情噴出

 F1 レースクイーンの起⽤廃⽌

デブが世界からいなくなる！？...（PR）

総合アクセスランキング
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公然わいせつ容疑 インタビュー

慰安婦 F1 ⼤⽵まこと
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この記事を⾒ているあなたへのおすすめ

リフォームをもっと詳しく

リフォーム相談の⼥性を殺害、懲役１４年判決

読売新聞 1⽉30⽇（⽕）14時23分

森泉 DIYへの情熱にTOKIOも驚き…アスベストを防護服で⾃⼒除
去

⼥性⾃⾝ 1⽉25⽇（⽊）17時0分

「めっちゃ似てるやん！」 野性爆弾くっきー、ヒロミのものまね
メイクがリフォーム不要な完成度？

ねとらぼ 1⽉24⽇（⽔）13時11分

「オリコン⽇本顧客満⾜度ランキング」「⼤型リフォーム」で2年連
続1位を獲得しました（ニュースレター）

PR TIMES 1⽉23⽇（⽕）16時1分

耐震＋断熱で安⼼・暖かな家に。⽊造住宅のリフォーム無料セミナ
ー開催

PR TIMES 1⽉18⽇（⽊）15時1分

旬のニュースをSNSで配信中！
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⼯藤静⾹「衝撃インスタ
画像」に⾮難殺到

まいじつ

これ痩せない⼈いるの？
バイキングで⼤炎上した
衝撃ダイエット法

PR(LAKUBI)

濱⽥岳「わろてんか」に
au⾦太郎ネタを連続ブッ
コミ！

アサジョ

櫻井翔と⼩川彩佳アナ
「関係悪化」は⼩⼭慶⼀
郎のせいか

まいじつ

菜々緒、Tバック状態で
ヒップ⼤胆露出！ 「過
去最⾼のドS役」...

メンズサイゾー

エメラルドスプラッシ
ュ！ 「ジョジョ」花京
院すぎるコートがユ...

BIGLOBEニュース編集部

「主治医が⾒つかる」で
紹介された減量法が凄す
ぎて炎上中！？

PR(ビアンネ)

デジタル時代の経営戦略
とは

PR(株式会社⽇⽴製作所)

バレンタインジャンボ宝
くじ発売開始 グリーン
ジャンボから名称...

オリコン

⼿越祐也「チャラ男」の
陰でひた隠しにしていた
過酷な試練

アサジョ

@cosmeで話題！「塗る
シミケア」を試してみた
結果…

PR(株式会社アインファー
マシーズ)

ついにスープラ復活！
トヨタxBMW合作の成果
はいかに？

Forbes JAPAN

Recommended by 

Yahoo! JAPAN広告

格安、エステユニフォームの
通販
東京ユニフォーム

詳しくはこちら

出たッ！⼤腸へ、この1粒。
⽇清ファルマ ビフィコロン

詳しくはこちら

神奈川の新築⼀⼾建て・⼟地
特集
SUUMO

詳しくはこちら

エンタメ・芸能

エンタメ総合

映画

⾳楽

スポーツ

スポーツ総合

野球

サッカー

社会・政治

国内総合

社会

政治

経済

経済総合

市況

株式

トレンド

⽣活情報

グルメ

雑学

IT・デジタル

IT総合

PC

スマホ・モバイル

動物

猫

⽝

動物いろいろ

関連コンテンツ

天気

ヘアサロン

ヘアスタイル
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