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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

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、

『かながわビジネスオーディション

2019』にて申請企業140社中の最⾼峰で

ある神奈川県知事賞を受賞しました。

代表の遠藤は、2009年の会社設⽴以

来、「介護リフォーム支援システム」の

ビジネスモデル特許取得、『介護リフォ

ーム本舗』としてのフランチャイズ展

開、AIアプリの開発など⾰新的な挑戦を

⾏い、介護リフォーム業界に新しい⾵を

吹き込んでいます。その結果、累計⼯事

実績40,000件超、2018年度の⼯事実績前年⽐120％・売上前年⽐125％と、創業

時から右肩上がりで順調に推移。2016年にビジネスモデルが経済産業省の『先進

的なリフォーム事業者表彰』で経済産業大臣賞、2019年2⽉には『かながわビジネ

スオーディション2019』にて神奈川県知事賞を受賞しました。現在、『介護リフ

ォーム本舗』は関東を中⼼に全国57店舗まで拡大、年内には100店舗を⽬指してい

ます。

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/178368/LL_img_178368_1.png

代表取締役 遠藤 哉

【株式会社ユニバーサルスペース 代表取締役 遠藤 哉】

1975年1⽉11⽇ 神奈川県出⾝。

1998年に東京⼯芸大学卒業後、大手住宅メーカーに技術職で⼊社。11年間、家づ

くりの現場監督として実績を積む2009年に当社を設⽴し、代表取締役に就任。現

在に至る。2016年には経済産業省より先進的なリフォーム事業者表彰を受賞。自

治体や介護事業者と連携して、⾼齢者向けのセミナーやイベントに参加し介護リフ

ォームの啓発を⽇々おこなっている。 ...続きを読む

2014年 ⼀般社団法⼈⽇本福祉住環境協会 代表理事就任2016年 ヒューマンパワー...
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