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神奈川県⺠「⾃宅の⼟地の価値に驚いた」
家売却.com

リフォーム業界初︕特許取得した介護リフォーム⼯事向け⾒積作成ができるAIアプリを11/1に運用を開始 - 芸能社会 - サンスポ
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⾃社開発の⾒積AIアプリで⼿す
りの設置【拡⼤】

リフォーム業界初︕特許取得した介護リフォーム⼯事向
け⾒積作成ができるAIアプリを11/1に運用を開始
　介護向け住宅リフォーム事業をおこなう株式会社ユニバーサル
スペース(本社︓神奈川県横浜市、代表取締役︓遠藤 哉)は、リ
フォーム業界で初となる、寸法を計測し瞬時に⾒積作成や画像認
識で商品判断できるAIを活用した、介護リフォーム⼯事の⾒積作
成アプリケーションシステム『FUS II』を開発し、ビジネスモデ
ル特許(※)を9⽉に取得、11⽉1⽇より直営店およびFC加盟店で
運用を開始します。

　画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/169511/LL_img_169511_1.jpg
⾃社開発の⾒積AIアプリで⼿すりの設置

　当社は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』を運営し、関東
を中⼼に北は岩⼿県、南は⼤分県まで展開しています。「⼿間がかかる」「単価が安い」と
建設業者に後回しにされがちな介護リフォームを、業界では初めて効率化・システム化する
ことに成功し、2013年にフランチャイズ展開を開始。単価が低くても収益につなげられる
ビジネスモデルを構築し、2016年には経済産業省の「先進的なリフォーム事業者表彰」に
も選出されました。⼯事実績3万件を超え、前年⽐で⼯事実績142％、売上135％と順調に
推移しています。

　■サービス概要
サービス名︓ ⾒積作成アプリケーションシステム『FUS II』
開始⽇ ︓ 2018年11⽉1⽇
URL ︓ https://universalspace.jp
特⻑ ︓ ⾒積りAIアプリ、図⾯作成、作業⼯程の短縮

　■⾃社開発の⾒積りAIアプリ 現地調査、⾒積り・図⾯作成、契約締結が約1時間で完了
当社ではさらなる事業の効率化を図るべく、リフォーム業界では初となるAIを活用したアプ
リの開発をおこないました。リフォームでは、訪問して現地調査し、⾒積りや図⾯の提出は
後⽇。さらに承認後も契約締結など多くの業務が発生します。とりわけ介護リフォームで
は、⾼齢者の⾃宅での危険を⼀⽇も早く取り除くことが望まれますが、⼯事完了までに時間
がかかることが課題でした。
本AIアプリ『FUS II』は、現地調査時にタブレット端末の専用アプリで写真を撮影するだけ
で、⾃動的に⾒積りを作成し、クラウド上の管理システムと連携されます。内容に問題がな
ければ、その場で⼯事の契約締結が可能となり、施⼯までの期間を⼤幅に短縮することがで
きるようになります。今後は、⼯事代金の決済までワンストップでできるシステム化を図る
予定です。
11⽉からの運用では、FC加盟店に提供し、ゆくゆくは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を用意する予定です。
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　■開発までの経緯 〜更なる作業の効率化とコストダウン〜
当社では、昨年、ビジネスモデル『介護リフォーム支援システム』で特許(第6222945号)を
取得。社会貢献という意義に注⽬が集まり、ビジネスとの両⽴が難しいとされている介護業
界で、“きちんと収益を上げる”ことを⽬的に効率化を重視してきました。少額⼯事の介護リ
フォームでも経験の浅いスタッフが多くの件数をこなすことが出来るように、リフォームの
種類や取り扱い部材の限定、打ち合わせ時間や現場移動時間の短縮を実施。今回、これまで
以上の作業の効率化とコストダウンを図るため、本AIアプリの開発をおこないました。

　■超⾼齢社会は在宅介護の時代 介護リフォームの重要性⾼まる
⽇本が突き進んでいる超⾼齢社会は、同時に要介護者の社会でもあり、要介護認定を受けて
いる⽅は2000年に218万⼈でしたが、僅か15年後の2015年には608万⼈に増大し、今後も
増え続けると予想されています(平成28年・厚生労働省⽼健局調べ)。
政府は「お世話をする介護」から「⾃⽴支援介護」にシフトしている中、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ています。しかし、在宅
介護への家庭内の改善はあまり進んでいません。

　実際に、⾼齢者の死亡者数は、交通事故よりも、転倒などその他の事故の⽅が圧倒的に多
くなっているのが実情です(平成27年⼈⼝動態調査 厚生労働省)。
転倒・転落事故は家庭内で起きやすく、現在の住環境や生活習慣などに合わせ、早めの対策
が必要であると当社は考えており、さらに進む超⾼齢社会の中で全国にフランチャイズ
チェーン店舗を増やしていき、⾼齢者の安⼼安全な生活支援をおこなっていきます。

　【店舗概要】
店名 ︓ 『介護リフォーム本舗』
設⽴ ︓ 2013年
店舗数 ︓ 全国に52店舗(直営店は4店舗)
(岩手県1店舗、東京都12店舗、神奈川県12店舗、
埼⽟県6店舗、茨城県1店舗、栃木県1店舗、千葉県3店舗、
岐⾩県1店舗、静岡県3店舗、大阪府4店舗、兵庫県1店舗、
福井県1店舗、富⼭県1店舗、⽯川県1店舗、広島県1店舗、
福岡県1店舗、大分県2店舗)
URL ︓ https://kaigor.com/
⼯事実績︓ 30,000件
2013年度 3,700件
2014年度 4,000件
2015年度 4,200件
2016年度 5,000件
2017年度 7,100件
売上⾼ ︓ 2013年12月 3億6,500万円
2014年12月 3億8,300万円
2015年12月 4億1,700万円
2016年12月 4億6,100万円
2017年12月 6億2,600万円
特徴 ︓
・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
『FUS II』を開発。ビジネスモデル特許を9月に取得。発明の名称『リフォーム業務支援シ
ステム リフォーム業務支援サーバー』特許第6391206号
11月1⽇より直営店およびFC加盟店で運用を開始。
・業務を効率的に回し、単価が低くても収益につなげるビジネスモデルを構築し、フラン
チャイズ化。昨年、ビジネスモデル特許も取得。発明の名称『介護リフォーム支援システ
ム』特許第6222945号。
・介護事業者や施⼯を実施するリフォーム業者との連携をネットワーク上でシステム化。⾒

Sanspoスペシャル

地⽅競⾺の祭典︕ｼﾘｰｽﾞ競走展望ｺﾗﾑ公開 PR

店舗オーナー納得のプリンターとは PR

愛知発　プラズマで作る⾼級⾷材とは︖

ネット碁会所
始めよう、⾃宅でネット対局︕

リフォームに失敗しないため
には
ホームプロなら約1000社のリ
フォーム会社から最大8社で⽐較検
討ができる︕利用実績70万⼈以上広告

虹とスコールに歓迎された「御
神火ライド2018」

橋本英也、テオ・ボスも参戦、固定ギアの
クリテリウム「sfiDARE CRIT」
「ツール・ド・東北2018」2⽇⽬に3205
⼈が参加

おすすめ商品 (産経netShop)

Recommended by

企画特集 PR

⾃転⾞を楽しみつくせ!!

北⽶産カーフレザー
にプラタナスの幹模
様を再現した大⼈の
カモフラ柄

エヴァンゲリオン初
号機の胸部のコア部
が赤く点灯



積作成、介護保険の申請書類の作成、顧客情報、⼯事内容、部材の手配などの事務作業を⼀
括で管理できるクラウドシステムを構築。

　＜アプリ『FUS II』の名称について＞
Fast・Universal・Spaceの頭⽂字を使用した名称。
『FUS I』は、⾒積作成、介護保険の申請書類の作成、顧客情報、⼯事内容、部材の手配な
どの事務作業を⼀括で管理できるクラウドシステムで使用。

　【会社概要】
社名 ︓ 株式会社ユニバーサルスペース
代表 ︓ 遠藤 哉
本社 ︓ 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3002
ホームページ︓ https://universalspace.jp/
TEL ︓ 045-548-8829
設⽴ ︓ 2009年1月
資本金 ︓ 2,000万円
従業員数 ︓ 26名
事業内容 ︓ フランチャイズ事業/介護リフォーム/リフォーム/
設計監理・施⼯管理業務/宅地建物取引業/保険代理業
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女子駅伝でアクシデント続出…２００Ｍはいつくばって前進、脱水症状で途中棄権 

【試合結果】中田ジャパン、世界３位セルビアに逆転勝ち︕３次リーグ進出へあすブラジルと大⼀番
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プレスリリース もっと⾒る

11月14⽇は「世界糖尿病デー」/期間限定の糖尿病啓発コンテンツを放映 11.5 13:40

ワイス・ワイスの表参道 家具ショールームにて「ヤンマ産業のお洋服受注会」を11/9・
10開催

11.5 13:32

完全個室・ベビーベッドもご用意。＜当店初＞フランス料理で祝う、「お⾷い初めプラ
ン」2018年11月6⽇（火）よりスペシャリティレストラン「マルメゾン」にて

11.5 13:22

⾼級ベッド “Stearns & Foster”が“GAST?N Y DANIELA”とコラボ展示 11.5 13:11



フィリピンにおける2018年のモバイルマネーアカウント2,300万超 11.5 13:11

１１⽉１１⽇は靴下の⽇︕腰痛持ち男性はガッキーに靴下を履かせて欲しい︕︖腰痛専
門の整体院が靴下に関するアンケートを実施

11.5 13:04

手軽においしく糖質コントロールができる︕「ロカボスタイル 低糖質スープ」(5種)新発
売

11.5 13:04

変化に即応するLINE × 採用管理ツール『next>>』を「第3回 関⻄HR EXPO」(11/7〜
9＠大阪)に出展︕　〜“変わる就活”に対応する新ツール〜

11.5 13:04

東京・福生市「第3回 銀座商栄会アート祭」11⽉11⽇開催　結婚パレードに謎のファッ
ション集団によるショータイムも︕︖

11.5 13:04

ガラスデザイン採用のPSEマーク認証＆Type-C対応モバイルバッテリー10000mAh
「BONEN 10000」 （ブランド︓WK）　　- ミスターカード株式会社

11.5 12:33

データを活用した未来を創るコンテスト「Datalympic 2018」の 決勝戦進出5チームが
決定 〜11⽉13⽇（火）に決勝戦を開催〜

11.5 12:33

【ヘビーリーディング社調査報告】マルチテラビットスイッチのチップとソフトウェア 11.5 12:33

認定NPO法⼈子宮頸がんを考える市⺠の会は、『25歳女性に伝えたい情報・商品』をお
持ちの企業・団体様からの募集を11⽉1⽇に開始します。

11.5 12:33

都内観光関連事業の経営者・⼈事担当者等を対象とした「観光産業外国⼈材活用セミ
ナー」を11⽉28⽇(水)に開催

11.5 12:33

Webブック型共有サービス『board』“紅葉特集”を開催　⽇本全国のSNS映えする紅葉
の名所を⼀気読み︕

11.5 12:12

GlobalBeacon（SM）がICAOフライト追跡推奨基準の導入前にサービスを開始 11.5 12:11

第１６回東京コインショー開催のお知らせ 11.5 12:11

ジョンソン・エンド・ジョンソンとジョリーグッド　医療研修向けバーチャル・リアリ
ティサービスを共同開発

11.5 12:11

新宿本店でマレーシア関連書籍を集めたブックフェアを開催 11.5 12:11

「五島で育ったさつまいものやさしくて濃厚なごといもポタージュ」TOKYO HEALTH 
CLUBとのタイアップ曲「GO TO」を10⽉26⽇にリリース

11.5 12:03

歴史に残る史上2番⽬、世界最大級のダイヤモンド原石(1,109カラット)「ザ レセディ 
ラ ロナ」、世界に先駆け⽇本初上陸︕

11.5 12:03

ザ・リッツ・カールトン大阪のペアランチ券・大阪四季劇場ペア鑑賞券が当たる、ハー
ビスのクリスマスフェアは特別なイベントが盛りだくさん︕

11.5 11:52

〜介護スタッフ６０３名の本⾳がわかる〜 第１１回「介護の⽇」アンケート集計結果　
外国⼈技能実習生の受入れに対し、「⼀緒に働きたいが、不安もある」が約半数
（５１．７％）

11.5 11:51

ベルシステム24、外国語の電話対応コールセンターを安価に設置可能な「e秘書(R) 多⾔
語サービス」を開始

11.5 11:33

大阪でデジタルサイネージ『T-STYLE』(特許取得済み)の新2機種説明会を開催 11.5 11:33

撮影で使用したコスチューム7点が来⽇︕映画『ファンタスティック・ビーストと⿊い魔
法使いの誕生』公開記念　オフィシャル・メガストア「ウィザーディング・ワールド・
マーケット」原宿トイサピエンスに期間限定オープン︕

11.5 11:33

不動産業務の電子プラットフォームを提供する「キマRoom! Sign」、不動産周辺業種各
社とシームレスなデータ連携を実現する「キマRoom! Signコネクト」を11⽉リリース
し、15社が連携表明

11.5 11:31

不動産業務の電子プラットフォーム「キマRoom! Sign」を提供するセイルボート、リロ
ケーション・ジャパン、広島ベンチャーキャピタルより約2億円の資金調達を実施

11.5 11:31

【鉄鋼・非鉄金属・金属製品】特許資産規模ランキング、トップ3はＪＦＥスチール、新
⽇鉄住金、住友電気⼯業

11.5 11:31

物流施設「MCUD⼋千代」着⼯のお知らせ 11.5 11:26

-「知」の最先端を、体感する。-明治大学 アカデミックフェス2018駿河台キャンパス
で、11⽉23⽇に開催

11.5 11:26

⾖蔵ホールディングス、UiPath社と販売代理店契約を締結、AI、ERPとの連携ソリュー
ション、全国規模の支援体制を強化

11.5 11:25

〜今度は大根1本、⽩菜1/2株を⼀気に使いきり〜“旬の野菜を大量に使いきる”シリーズ
第3弾『大量消費シリーズ(3)　大根、⽩菜、大量消費︕』

11.5 11:25

タピオカミルクティー発祥の店・春水堂が『タピオカミルクティー協会』運営開始︕11
⽉9⽇「タピオカの⽇」のタピオカチャレンジに参加するサポーター1,000名大募集︕

11.5 11:25

軒先、IHIが提供するIoTプラットフォームを活用してスマートゲート「aQmo(アク
モ)」の提供開始

11.5 11:25
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もっと⾒る

秋冬にぴったりな重厚感溢れる本格的な味わい芳醇な香りのラムレーズンの味とコク深
い発酵バターの⾵味がマッチした『ハッピーターン 大⼈のラムレーズンバター⾵味』新
発売︕

11.5 11:25

壽屋による女性向けオリジナルキャラクタープロジェクト「Character Creation Lab.」
スタート︕2018年11⽉５⽇（⽉）より、公式サイトがオープン

11.5 11:25

10万円以上ご利用の⽅『全員』に、阪急阪神おでかけカード10,000ポイントプレゼン
ト︕

11.5 11:24

第3回『相続川柳』11⽉5⽇から募集／最優秀賞「JTB旅⾏券5万円」相続に対する想い
や出来事を5・7・5の中に凝縮︕

11.5 11:24

「東京ヴェルディを応援スルーノキャンペーン︕︕」開始　ニチガスのガスを新規でお
申し込みの⽅・ご利用中のお客さまのうち抽選で213名様に限定グッズをプレゼント︕

11.5 11:24


