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[ブログネタ]⼀覧に戻る

2019/09/24
株式会社ユニバーサルスペース

“⼿すり”の端材を使⽤ ⾼さ1.5mの模型 今年は3カ所に寄
贈 
⻩⾦の天守閣プロジェクト 介護リフォームでシニアに元気づけ
増加しつづける要介護者 居室、階段…家庭内事故は7割以上
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、介護リフォームで最もニーズの⾼い“⼿すり”の端材を使⽤して制作した3つ
の天守閣の模型を⺠家活⽤型⼩規模デイ・サービス3施設に9⽉16⽇(⽉)の敬⽼の⽇に寄贈しまし
た。

当社は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』を全国に78店舗を展開
し、現在までに⼯事実績は45,000件を超えています。最近では本業のリフォームだけでなく、要
介護者の暮らしやすさを実現するリフォームの利便性や重要性の啓発にも努めています。

今回、ニューワンズ株式会社(本社：滋賀県⼤津市、代表取締役：新庄 ⼀範)が運営する施設『真
情デイ・サービス』の『きらめき』(住所：東京都江⼾川区)、『⻄⼩岩』(住所：東京都江⼾川
区)、『細⽥』(住所：東京都葛飾区)に寄贈しました。城のシンボルとしての役⽬を担う天守閣
は、⼿すりとして使⽤できなかった余った端材を使⽤して、全体を⾦⾊に仕上げました。ゴール
ドには⾦運に効果があり、⾝に着けると富や名誉や権⼒、幸福をもたらすと⾔われ、優れた浄化
⼒を持ち、様々な病気の治療薬としても⽤いられています。

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/193920/LL_img_193920_1.jpg
代表でひと塗りする94歳の利⽤者

■好評 今年は3カ所に寄贈 要介護者が安⼼して⽣活できる家づくり啓発プロジェクト
天守閣の模型を制作する本プロジェクトは、リフォームの観点から介護分野・⾼齢者を元気づけ
することを⽬的に昨年より実施しています。昨年は本社が中⼼となって1つの天守閣を制作。『幸
せを呼ぶ⾦の天守閣』と名付けました。2回⽬の開催となる今回は、フランチャイズ加盟店から
「参加したい」という声が上がり、法⼈加盟のフランチャイズ店4店舗が中⼼となって天守閣の模
型を3つ制作。本社社員が指導しながら、法⼈加盟のフランチャイズ店2店舗22名が作業分担をし
て、約6週間かけて幅900mm×奥⾏900mm×⾼さ1,500mmのサイズの天守閣を完成しました。

当⽇は敬⽼の⽇のお祝いのイベントの⼀環として、各施設で寄贈式をおこないました。『⻄⼩
岩』では、施設利⽤者6名が参加しました。今⽉誕⽣⽇を迎える94歳の利⽤者が代表として、天
守閣の模型に⾦⾊が塗られていない⼀部分に最後のひと塗りをしてもらい完成させました。

天守閣の模型を間近で⾒た⾼齢者は「ツキがきそう」「華やか」「元気になりそう」などの声が
あがり、プロジェクトに参加した社員からは「⾼齢者の⽅々の笑顔が⾒れて良かった」「想像し
ていたより喜んでくれて良かった」など感想を述べました。今後は施設内の展⽰だけでなく、天
守閣の模型は地域の⽅にも⾒られるように、地域のお祭りなどの機会にあわせて⼀般公開を検討
しています。

また、昨年寄贈した⾼齢者グループホームの利⽤者に天守閣についてのアンケートをおこなった
ところ、「利⽤者同⼠の話題づくりになっている」「室内の雰囲気が明るくなった」など好評と
なっています。

代表でひと塗りする94歳の利⽤者
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『⻄⼩岩』の寄贈式の様⼦
https://www.atpress.ne.jp/releases/193920/img_193920_2.jpg

■増加し続ける要介護者 安⼼・安全な⽣活⽀援が必要

スポンサーサイト

その他の「ブログネタ」最新10件    ⇒全部⾒る

2019.10.04
展⽰商品1,000点。家づくりを楽しむ5つのコーナーを
⽤意した「理想の答え...

2019.10.04
業界初 FC展開や⾃社開発AIアプリ 端材を再利⽤し
た天守閣づくり 神奈...

2019.10.04
アイテック阪急阪神、『働き⽅改⾰』を⽀える最先端
セキュリティセミナー...

2019.10.04
アオーレ⻑岡周辺での駐⾞場募集開始します！

2019.10.04
京セラドキュメントソリューションズの東京新ショー
ルーム、新たなビジネ...

2019.10.04
mosh!の卓上ポット「タンク」シリーズから1.5リッ
トルタイプとステンレス...

2019.10.04
ジェームズ・ボンド「007」とのコラボデザインZippo
ライターに新作登場！

2019.10.04
“だいすけお兄さん”こと横⼭だいすけが⼦どもたちと
楽しい実験に挑戦！動...

2019.10.04
【⽇本初！】HALEO×Bodyke 最新フィットネスウェ
アを限定リリース

2019.10.04
エム・ティ・アイ(株)が直販専売ブランド「n|a」第2
弾 外⾳取り込み機能...

登録ブログ数： 1,233,019

 検索   記事  サイト名

http://www.blogpeople.net/member/login.jsp
http://www.blogpeople.net/regist.html
http://www.blogpeople.net/help.html
http://www.blogpeople.net/bp_press_release_list.html
https://www.atpress.ne.jp/releases/193920/LL_img_193920_1.jpg
https://www.atpress.ne.jp/releases/193920/img_193920_1.jpg
https://www.atpress.ne.jp/releases/193920/img_193920_2.jpg
http://www.blogpeople.net/bp_press_release_list.html
http://www.blogpeople.net/press_detail.html?pr_id=195336&charset=UTF-8
http://www.blogpeople.net/press_detail.html?pr_id=195334&charset=UTF-8
http://www.blogpeople.net/press_detail.html?pr_id=195433&charset=UTF-8
http://www.blogpeople.net/press_detail.html?pr_id=195224&charset=UTF-8
http://www.blogpeople.net/press_detail.html?pr_id=195450&charset=UTF-8
http://www.blogpeople.net/press_detail.html?pr_id=194772&charset=UTF-8
http://www.blogpeople.net/press_detail.html?pr_id=195226&charset=UTF-8
http://www.blogpeople.net/press_detail.html?pr_id=195346&charset=UTF-8
http://www.blogpeople.net/press_detail.html?pr_id=195376&charset=UTF-8
http://www.blogpeople.net/press_detail.html?pr_id=194362&charset=UTF-8
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CvlgvePSWXd7dEJmR8AKk67zgDbTru9FYj7Xq17kJxZLg7d8QEAEgnq-wIGCJq8eE-BOgAdHWl_gCyAECqQK4Y7C-hhtEPqgDAcgDyQSqBNEBT9CKhbec4B3jLQPq6-x0n856ciw8vhJo9ehOSWwOjKGtnsl7LYPKiRJgVhDG1JKVm1xsHn9OHerGKLkZFUsjX-45qYFqszIgaOPAFfvuQCuizY0Yt9Rp6YZmVQeFrZOJWajWLrJioHxP5qG0eukhnkeRQmCvy7K0lTvlcBcc86mKAnICDzRxlQo3KmtNuV-vjXMn4n0O2GTv3r3q6wG-xTAcKAuC3_Sa75qD4hup_fwlN-8aQi0loqfSmYgT1i3fOXOtI6QJUGHSKW7b3pzvZFSgBgKAB5ep6IcBqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIIBwiAYRABGB6xCU4trIue1qemgAoB2BMM&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo3Ma8xq9wN6L8dcuX0sjefg&sig=AOD64_3CNl4LeWCwEUVVQXm91X0cGArhEw&client=ca-pub-3139601454899147&adurl=https://www.suntory-kenko.com/link/%3F50_google_dn_ssmn180920g%26utm_campaign%3Dssmn%252Fw2s%252FTGS01Y01A03id_026%26gclid%3DEAIaIQobChMI3vnAnoqC5QIVmQhcCh2kNQ_cEAEYASAAEgLNLPD_BwE


2019/10/4 ブログネタ - BlogPeople

www.blogpeople.net/press_detail.html?pr_id=193920&charset=UTF-8 2/3

⽇本が突き進んでいる⾼齢化社会は、同時に要介護者の社会でもあります。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)。
また、⾼齢者の事故の実に77％が住居内で起こっており(平成29年・内閣府調べ)、多くが居室や
階段などで発⽣しています。そのため、屋内の事故がきっかけで寝たきりや要介護者になる⼈も
数多くいる現状です。
当社は、⾼齢者の安⼼・安全な⽣活⽀援として、⼿すりや段差解消などの介護リフォームをおこ
なっています。本プロジェクトを通じて、多くの⽅に⼿すりなどの介護リフォームを⾝近に感じ
てもらうきっかけにつながればと考えています。

⾼齢者 屋内の事故発⽣場所
https://www.atpress.ne.jp/releases/193920/img_193920_5.jpg

今後も引き続き、⾼齢者の⽅に元気づけと地域の活性化を⽬的に、本プロジェクトを継続してい
きます。また、全国の介護リフォーム事業者にも本プロジェクトのような取り組みが拡⼤してい
き、全国に要介護者の暮らしやすさの創出につながればと考えています。

【プロジェクトの詳細】
名称 ：『⾃⽴⽀援で必要不可⽋の⼿すりを利⽤！第2回天守閣作成プロジェクト』
スケジュール：2019年8⽉2⽇ プロジェクトスタート
2019年8⽉3⽇〜8⽉31⽇ 作業〜完成
2019年9⽉16⽇ 敬⽼の⽇ ⾼齢者デイ・サービス事業所へ寄贈
参加者 ：法⼈契約をしているフランチャイズ店 2店舗
・介護リフォーム本舗 江⼾川店(ニューワンズ株式会社)
東京都江⼾川区⻄⼩岩3-7-2
・介護リフォーム本舗 葛飾店(株式会社サンセルモ)
東京都葛飾区⽴⽯1-2-11
模型サイズ ：約 幅900mm×奥⾏900mm×⾼さ1,500mm
素材 ：『介護リフォーム本舗』の協⼒の元、端材の部材を提供
・⼿すり
サイズ…直径35mm⼜は32mm×2,000mm
端材の本数…300本以上
・補強板
サイズ…縦80mm×横2,000mm×幅15mm
枚数…150枚以上
使⽤⽅法 ：⼿すりの端材を切断して、
ブロックのようにパーツを積み上げていく。
作業⼯程 ：「設計」「切断」「組⽴」「塗装」「運営管理」の5部⾨を
希望者が責任を持って担当。
寄贈先 ：真情デイ・サービスの3施設
『きらめき』(住所：東京都江⼾川区⻄⼩岩1-5-6)
『⻄⼩岩』(住所：東京都江⼾川区⻄⼩岩3-7-2)
『細⽥』(住所：東京都葛飾区細⽥5-23-2)

⾦⾊に塗装した⼿すりと補強板
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プロジェクトスタートのミーティングの様⼦
https://www.atpress.ne.jp/releases/193920/img_193920_7.jpg

『⻄⼩岩』
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『きらめき』
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『細⽥』
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【真情デイ・サービスについて】
ニューワンズ株式会社(本社：滋賀県⼤津市、代表取締役：新庄 ⼀範)が運営する『真情デイ・サ
ービス』は、⺠家活⽤型⼩規模デイ・サービスを提供。「認知症ゼロ社会を実現し、認知症を希
望に変えること」を⽬指し、「⼀⼈ひとりの笑顔と⼀⽇⼀⽇の歓びのために、笑いとぬくもりあ
ふれる場をつくり続ける」ことを使命として活動し、滋賀県に7施設、東京に3施設を展開してい
ます。
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【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78店舗(直営店は4店舗)
(宮城県1店舗、岩⼿県1店舗、東京都16店舗、
神奈川県12店舗、埼⽟県11店舗、群⾺県2店舗、
茨城県1店舗、栃⽊県1店舗、千葉県7店舗、⼭梨県1店舗
愛知県4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2店舗、福岡県2店舗、熊本県1店舗、⼤分県2店舗
⿅児島県1店舗)
URL ： https://kaigor.com/

⼯事実績： 45,000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 / 2018年度 8,500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 / 2018年12⽉ 7億8,200万円

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ー」
特許第6391206号

介護リフォーム本舗 ロゴ
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【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 ： 神奈川県横浜市⼾塚区⼾塚町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 ： 30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

全国⼤会2019・10周年記念式典
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