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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

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。 ...続きを読む

■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…
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あわせて読みたい

• 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 〜ア
プリ体験会〜 

• エスキュービズム、タブレット端末を⽤いた 注⽂⼊⼒システムに関する特許を取得 

• 業界初　特許取得 介護リフォーム⼯事の⾒積AIアプリ 11⽉1⽇より運⽤開始 タブレットで
写真撮影だけ 作業⼯程を⼤幅短縮 転倒や転落…多発するシニアの家庭内事故を防ぐ　
FC『介護リフォーム本舗』 

• 業界初︕特許取得の不動産売却支援サイト【いざ売る】がオープン 

• 世界初　不動産取引　ブロックチェーン登記　サービス開始。不動産業界のブロックチェー
ン技術は、⽇本法⼈が、特許取得済 
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