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⼤規模修繕⼯事管理組合セミナー
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特許取得　リフォーム業界初　タブレット端末を使
って写真撮影するだけ　AIで、介護リフォーム⼯事
の⾒積り作成が瞬時に　3⽉6⽇〜8⽇「フランチャ
イズショー 2019」出展
＠Press / 2019年2⽉26⽇ 10時30分

介護向け住宅リフォーム事業を⾏う株式会社
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、3⽉6〜8⽇に
東京ビッグサイトで開催される「フランチャ
イズ・ショー 2019」のブースにて、AIを使
って介護リフォーム⼯事の⾒積りが瞬時にで
きるアプリケーションシステムの体験会を実
施いたします。

画像1: 

https://www.atpress.ne.jp/releases/177902/LL_img_177902_1.png
AIアプリで⾒積り作成の様⼦

本システム(名称︓『FUSII』(特許第6391206号))は、介護リフォーム⼯事の⾒積り作成
と施⼯イメージが確認でき、リフォーム業界では初となる取り組みです。

■ニーズが⾼まる介護リフォーム AIアプリで、作業の⼤幅な簡易化・効率化へ
⽇本は超⾼齢化社会となる中で、⾃宅を安全な環境にするための手すりの取付けや段差解
消を⾏う介護リフォームの需要⾃体は増えてきています。しかし、施⼯に関する手続きが
煩雑で浸透していない状況があります。
当社は、40,000件を越える⼯事実績をもとに、リフォームの業界では初となるアプリを⾃
社開発。昨年11⽉にリリースしました。タブレット端末のカメラを使用して手すりの取り
付けなどのリフォームを希望する箇所を撮影することで、クラウド上の管理システムと連
携され⾒積りを作成。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ま
す。これらにより、通常1カ⽉以上かかる⼯事をおよそ2週間に短縮できます。
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広告mansiondoor.jp サイトへ

カバー⼯法で素早くお安く交換。

■体験可能 シニアが改善を求める“トイレ”で手すりの設置に挑戦
今回、フランチャイズショーのブースにてこちらのアプリの体験会を開催します。実際に
オーダーの多い施⼯現場(トイレ)を再現し、タブレットに触れていただき、⾒積り作成や
手すりの取り付け予測などを体験していただきます。また、代表の遠藤より在宅介護の実
態をはじめ、介護リフォームについてもお話いたします。

〜フランチャイズショー 2019の概要(体験会)〜
⽇時 ︓2019年3⽉6⽇(水)〜8⽇(金)10:00〜17:00(最終⽇のみ16:30終了)
報道受付開始 10:00〜
会場 ︓東京ビッグサイト ⻄3・4ホール(東京都江東区有明3丁⽬11-1)
来場⽅法︓無料
※当⽇、総合受付にて名刺をお渡しください、
事前の登録は必要ありません。
ブース ︓⻄4ホール FC0404ブース
(実際に撮影して⾒積り作成するまでの体験ができます。)

※駐⾞場はビッグサイト備え付けのものをご利用ください。

詳細はこちら
プレスリリース提供元︓＠Press

広告

住まいと暮らしをさわやかに変える壁材
エコカラットDIYで、お手軽・簡単にご⾃分で設置がで
きます。ご購⼊はこちらから。
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KeePer技研「第17回 国際オートアフターマーケット」に出展 
PR TIMES / 2019年3⽉13⽇ 12時40分 

注⽬度抜群︕団塊および団塊ジュニア世代をターゲットにしたヘアカラー専門
店の「CASA color」（カーサカラー）が⽇本経済新聞社主催のフランチャイズ
ショーに出展︕︕ 
DreamNews / 2019年3⽉8⽇ 13時0分 
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2020年へ向け 未来の街をつくる技術・製品・システムが集合 ⽇本最⼤級の総
合展「⽇経メッセ　街づくり・店づくり総合展」3⽉5⽇(火)より開催︕　初⽇
来場者は3万4千⼈ 
PR TIMES / 2019年3⽉7⽇ 9時40分 

株式会社カーベルの第3ブランド　　「ペットの旅⽴ち」３年⽬にして業界ナン
バーワン宣⾔︕︕ 
PR TIMES / 2019年3⽉5⽇ 15時40分 

リフォーム業界初のFC展開をするユニバーサルスペース、『かながわビジネス
オーディション2019』で県知事賞を受賞 
＠Press / 2019年3⽉5⽇ 11時30分 
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韓国の製造業を支える⽇本製ロボット、依存率の⾼さに懸念の声
Record China / 2019年3⽉13⽇ 8時10分

⽇本は韓国に報復措置を取るのか︖「先に打撃を受けるのは⽇本」と
も―韓国紙
Record China / 2019年3⽉13⽇ 10時10分

官製相場の限界。⽇経平均にもNY株にも出た、株価⼤暴落のサイン
まぐまぐニュース︕ / 2019年3⽉12⽇ 5時0分

ZOZOが再び⼤幅安︕⽇経平均株価は⼤幅続伸で4⽇ぶり21,500円台
に
LIMO / 2019年3⽉13⽇ 7時20分

製紙各社､10年ぶり｢新聞用紙値上げ｣の覚悟 聖域についにメス､業績不
振で｢背水の陣｣
東洋経済オンライン / 2019年3⽉12⽇ 7時30分
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