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賃貸物件の更新料の意味合
いと注意点。本当に払わな

株式会社ユニバーサルスペース

ければならないものなの…

業界初︕介護リフォームの⾒積作成AIアプリを開発
加速と年内にFC加盟100店舗を⽬指す

創業10年を迎え事業の

マンションの寿命はどれく
らい？ 中古マンションを買
ったら何年住めるのか
引越し時の挨拶、する？し
ない？3割の⼈が引越しの
挨拶をしない理由
家賃保証会社を利⽤するメ
リットは？ その仕組みと現
状の課題
検査済証がない建築物の救
済策？ 国⼟交通省がまとめ
たガイドラインの背景…
最⼤30万円の「すまい給付
⾦」。対象条件は買う前か
らチェックしておこう…
住宅ローン減税の際に気を
つけたい「耐震基準適合証

介護向け住宅リフォーム事業を⾏い介護リフォームフランチャイズチェーン『介護リフォーム本
舗』を展開する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、2019年1⽉16⽇に創業10年を迎えました。
本年は事業をより加速させ、年内にフランチャイズ加盟100店舗を⽬指します。
画像1: https://www.atpress.ne.jp /releases /176021/LL_img_176021_1.png
AIアプリ

明書」
家賃を滞納するとどうなる
のか。督促から訴訟までの
流れと⽀払いのルール
法律には何も規定されてい
ない礼⾦、敷⾦、保証⾦、
更新料。地⽅によっても…
既存建築物の有効活⽤に向

『介護リフォーム本舗』は2013年より運営しています。「快適生活を創る」という経営理念を
掲げ、フランチャイズのビジネスモデルで全国の⾼齢者の⾃⽴支援をおこなっています。

けた「⽤途変更」のポイン
ト

手間がかかることで建設業者らに敬遠されがちな介護リフォームを業界で初めてフランチャイズ
化し、そのビジネスモデルで特許を取得。昨年は、AIを活用した⾒積作成アプリを⾃社で開発
し、作業の⼤幅な簡易化・効率化に着手。フランチャイズオーナーは他に仕事を持つ副業が9割
で、未経験や異業種からの参⼊の割合も⾼く、取り組みやすさも特⻑のひとつです。
2016年には、住まいに関する多様なニーズに対応し、独⾃のビジネスモデルを有する事業者や
サービスを表彰する「先進的なリフォーム事業者表彰」(経済産業省)にも選出されています。
現在までに、関東を中⼼に全国57店舗(直営4店舗含む)を展開。⼯事実績4万件超、前年⽐⼯事
実績142％、売上135％と順調に推移しています。
■4万件超の実績から、システム構築・⾒積AIアプリを⾃社開発 より⼯期を⼤幅に短縮へ
社会貢献の側⾯が注⽬され、ビジネス化が難しいとされる介護業界において、“きちんと収益を上
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げる”ことを重視。同時に、介護リフォームで重要な“⾼齢者の⾃宅での危険を1⽇も早く取り除
く”ことをかなえるべく、当社では、4万件超の実績から、作業の効率化となるシステム構築、AI

注⽂住宅

アプリを⾃社開発し特許を取得しました。
独⾃開発のビジネスモデル「介護リフォーム支援システム」(特許第6222945号)は、⾒積作成や

リノベーション

介護保険の申請書類の作成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し、介護
事業者や施⼯業者との円滑でスピーディな連携を実現しました。
不動産投資

さらに2018年には、リフォーム業界初の⾒積作成AIアプリシステム『FUS

II』(特許第

6391206号)を開発。11⽉から直営店にてテスト運用をスタートしています。現地調査の訪問時
売却査定

に専用タブレット端末でアプリを⽴ち上げリフォーム希望箇所を撮影するだけで⼨法を⾃動で算
出し、部材の選択やクラウド上で過去の⼯事実績と照合することができます。
また、その場で⾒積りの⾃動作成や契約書作成、電⼦署名にも対応しています。

空き家バンク

これらにより、通常1カ⽉以上かかる⼯事をおよそ2週間に短縮。またシステム化により、介護リ
フォームの経験の浅いスタッフでも、サービスの質を落とすことなく適正な提案が可能になりま
した。

編集部からのお知らせ

■住み慣れた家で、最期まで。介護リフォームで「ビジネス」と「社会貢献」をつなぐ
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ない
傾向です。

09⽉12⽇ 12時00分
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レポート「住宅幸福論
Episod…

厚生労働省)。転倒・転落事故は家庭内で起きやす

調査
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※終了しました

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

5周年の御礼とご挨拶

10/10イベ

ント開催︕『今あらためて考
えるシェアで暮…
09⽉06⽇ 18時18分

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

すべて⾒る

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。

本サイトについて
【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57店舗(直営店は4店舗)
(岩手県1店舗、東京都14店舗、神奈川県11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、

LIFULL HOME'S PRESS
とは
お問合せ窓⼝
オピニオンリーダー・ライ
ター紹介

愛知県3店舗、岐⾩県1店舗、静岡県3店舗、⼤阪府5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︓ 40,000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

公式アカウント
LIFULL HOME'S PRESSからのおす
すめ記事や住まいに関するお役⽴ち
情報などをお届け︕

twitter
Facebook

特徴 ︓
・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。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。
・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。
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」特許第6391206号
【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 ︓ 045-392-6015
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
詳細はこちら
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「借りる」のオススメ記事
遊郭の⾊っぽさ健在。広島市の⼀楽旅
館に泊まってきた

“シェアホスト”という考え⽅で⾃宅を
シェアハウスに。シェアハウスひだま
りが考える「住まい⽅の提案」

湘南の地・藤沢の新築賃貸住宅は、住
⼈と地域が集う舎（むら）になる

落語に学ぶご近所付き合い。⻑屋の生
活から”⼈情”を知る

「買う」のオススメ記事
【旧宮邸に住む・北原照久⽒の住まい
哲学①】海辺に住まうボートハウスに
憧れて

震度6弱の発生確率80％以上も。新築
住宅の地盤調査と地盤改良を考える

明⽇の英気を養うに重要な寝室 その
あり⽅と歴史を知ろう

⾼齢化の進む中、マンション経営で起
こり得るトラブルとは︖︕

「改築・改装する」のオススメ記事

最近は男性もこだわり派が続出!︖ 最
新システムキッチン事情を探る

京都「⻑楽館」かつて偉⼈達を迎えた
迎賓館の築後107年とこれからの100
年

滋賀県⼤津市に誕生した“商店街ホテ
ル”。町家活用で宿場町の魅⼒を楽しむ

リノベーション・オブ・ザ・イヤー
2018の成果。境界、常識を壊し、再生
する
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