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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 神奈川県と連携 介護
リフォームからSDGsの推進 ⾼齢者の⾃⽴⽀援と
環境配慮に着⽬ 『かながわＳＤＧｓパートナー
（第２期）』に登録

2019.10.4

 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SDGsパート
ナー（第2期）』に登録され、10⽉3⽇の
登録式に参加いたしました。

 『かながわSDGsパートナー』は、神
奈川県がSDGs推進を⽬的に2019年4⽉に
第1期の募集を開始。SDGsの推進に資す
る事業を展開している企業等の取組事例
を神奈川県が募集・登録・発信するとと
もに、県と企業等が連携してSDGsの普
及啓発活動を2年間（更新可）おこなっ
ていきます。第2期では88の企業等が登
録しています。

 今回、当社が取り組む「⾼齢者の⾃⽴
⽀援」と「環境への配慮」という点を活
かし、SDGsの普及啓発に取り組んでま
いります。

 【画像 https://www.dreamnews.jp/?

action_Image=1&p=0000202885&id=bodyimage1】

 ■ビジネス化が難しいとされる介護業界 フランチャイズ展開、AIアプリの開
発など⾰新的な挑戦
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「⽶は⼿ぶらで現れ
た」⽶朝協議で北が強
硬姿勢 ボルトン⽒解

任で挑発か、⽇本の安全保障も危
機
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訪⽇客の⽬的は⽇本⽂化！カジノは不要
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 今年、創業10年を迎えた当社は、「快適⽣活を創る」という経営理念を掲げ、
2013年より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』の展
開を開始。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”ことに取り組んでいます。これま
でにビジネスモデル特許取得、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年にはビジネスモデル
が経済産業省の『先進的なリフォーム事業者表彰』にも選定されています。現
在、関東を中⼼に全国80店舗まで拡⼤、年内には100店舗を⽬指しています。

 ■再利⽤ 端材で天守閣づくり シニアに元気づけも

 また、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⼿
すりの端材を使った天守閣の模型を制作するプロジェクトを昨年より取り組んで
います。介護リフォームで⼀番多い⼿すりの取り付け⼯事では端材が多く出ます。
その端材を再利⽤し幅900mm×奥⾏900mm×⾼さ1200mmのサイズの天守閣を本
社とフランチャイズ加盟店のスタッフが連携し、空き時間を使って制作。完成し
た天守閣は、敬⽼の⽇に介護施設に寄贈しています。

 今後、⼿すりの取り付けや段差解消を⾏う介護リフォームのニーズがますます
⾼まっていきます。当社は事業を通じて、要介護者の暮らしやすさの創出だけで
なく、元気づけと地域の活性化にも積極的に取り組んでまいります。

 【画像 https://www.dreamnews.jp/?
action_Image=1&p=0000202885&id=bodyimage2】

 【ユニバーサルスペースのSDGs推進宣⾔】

 3. 「すべての⼈に健康と福祉を」

 11.「住み続けられるまちづくり」

 〜私達の事業であります介護リフォームを通じて住みやすい住環境を整備し、
⾃⽴⽀援介護の健康社会に

 貢献する。

 8. 「働きがいも経済成⻑も」

 9. 「産業と技術⾰新の基盤をつくろう」

 〜シニア市場へITを導⼊して新たな技術⾰新を次々に開発することにより携わ
る⽅の労働時間も

 減らしていく。

 12.「つくる責任つかう責任」

 〜リフォーム資材の端材を再利⽤しての介護施設へのボランティア活動をする
ことにより⾼齢者を元気に

 なってもらう。

 ⾃社開発の⾒積AIアプリについて 現地調査、⾒積・図⾯作成、契約締結が約1
時間で完了

 リフォームでは、訪問して現地調査し、⾒積りや図⾯の提出は後⽇。さらに承
認後も契約締結など多くの業務が発⽣します。とりわけ介護リフォームでは、⾼
齢者の⾃宅での危険を⼀⽇も早く取り除くことが望まれますが、⼯事完了までに
時間がかかることが課題でした。

経済・マネーランキング

1 【榊淳司 マンション業
界の秘密】都市部も郊外
も売れない… マ…

2 【⼈事部が会社をダメにする】⽬障り
な銀⾏員は「粛清」…強⼤な…

3 【スマートライフ×リアルライフ】Ｗ
ｉｎｄｏｗｓ７サポート終了…

4 １０⽉２２⽇は今年限りの祝⽇ 国旗
を掲揚してお祝いしませんか

5 【榊淳司 マンション業界の秘密】台
⾵１５号、ゴルフ練習場の鉄…

告知 ⼣刊フジ「ラインスタンプ」販売中！

告知 新聞記者の講師派遣サービスを開始

総合オピニオンサイト

百⽥尚樹「ヨイショ感想
⽂」潰しから⾒えてくるお
かしな論理

⼥性宮家以外にも「皇統の
断絶」を防ぐ⼿⽴てはある

⼩⻄寛⼦が「ヘイトスピー
チ」の解決を探る

「ヤフーニュース⼀⼈勝ち」紙メディアよ、
死を迎える前に現実を⾒ろ

チコちゃんも怒る！「やりたい放題」ＮＨＫ
のさらなる悪だくみ

⽇本は「脱プラ」に負けるな！

徴⽤⼯判決「国交断絶」は韓国に⾔わせるの
が筋である

シリア北東部から撤退表明のトランプ⽒、ト
ルコをけん制 経済を「破壊する」と
（BBCニュース）

今注⽬の特集

関電が脅えた“森⼭地獄”関電が脅えた“森⼭地獄”

直⽴不動、職員たちの異様な緊張ぶり…関電
が“震えた影” 森⼭⽒と⾯会したジャーナリ
スト・須⽥慎⼀郎⽒が⽬撃したものとは

関電、税務調査後に１億６千万円返還 ⼋⽊
会⻑、岩根社⻑は社外役員をすべて辞任へ
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 当社が開発したAIアプリ『FUSII』は、現地調査時にタブレット端末の専⽤アプ
リで写真を撮影するだけで、⾃動的に⾒積を作成し、クラウド上の管理システム
と連携されます。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、施⼯までの期間を⼤幅に短縮することができるようになります。今後は、⼯
事代⾦の決済までワンストップでできるシステム化を図る予定です。

 2018年11⽉から運⽤を開始し、フランチャイズチェーンの加盟店に提供してい
ます。ゆくゆくは介護リフォームを⼿がける⼯務店が無料で使⽤できるプランを
⽤意する予定です。

 【画像 https://www.dreamnews.jp/?
action_Image=1&p=0000202885&id=bodyimage3】

 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、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年
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2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1200mmのサイズの天守閣を完成しました。

 毎年、天守閣は敬⽼の⽇のお祝いのイベントの⼀環として、地域の介護施設に
寄贈しています。また、9⽉に誕⽣⽇を迎える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す。

 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」など好評で
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」などの感想を頂いています。

 【画像 https://www.dreamnews.jp/?
action_Image=1&p=0000202885&id=bodyimage4】

 【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80店舗 （直営店は4店舗）

 （岩⼿県1店舗、宮城県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4店舗、⼤阪府6店舗、

    兵庫県1店舗、福井県1店舗、富⼭県1店舗、⽯川県2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）

 ＵＲＬ ：https://kaigor.com/

 ⼯事実績：45,000 件
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 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

 【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 ：28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

 ＜本件に関する問い合わせ先＞

 ユニバーサルスペース広報事務局 担当： 杉村（携帯：070-1389-0175）

 TEL:03-5411-0066 FAX:03-3401-7788 E-mail：pr@netamoto.co.jp

 【画像 https://www.dreamnews.jp/?
action_Image=1&p=0000202885&id=bodyimage5】

本コーナーに掲載しているプレスリリースは、「ドリームニュース」から提供を受けた企業等のプレ
スリリースを原⽂のまま掲載しています。zakzakが、掲載している製品やサービスを推奨したり、プ
レスリリースの内容を保証したりするものではございません。本コーナーに掲載しているプレスリリ
ースに関するお問い合わせは、こちらまで直接ご連絡ください。
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年に⼊って２度の海外旅⾏も

阪神・メッセンジャー“号泣”引
退会⾒の舞台裏 若⻁を育て
た“ボヤキ節” 藤浪に送った…

しぶこ、関東なぜスルー？ フ
ァン待ち望む“初⾒参”いつ

【スポーツ随想】相撲協会と徹
底抗戦…貴ノ富⼠は元師匠・貴
乃花にそっくり

おすすめ商品 (産経netShop)

あったか裏起⽑のこだ
わりデザインポロシャ
ツ

伊・熟練職⼈によるム
ラ染めが堪能できる三
つ折り財布

ロングシーズン万能に
使える、ボタンフロン
トベスト

業務⽤の有⾊明太⼦を
破格値で！プチプチ感
が美味しい

Recommended by

「お〜いお茶 濃い茶」渋いのになぜ美味い 昭和キャラの岩井ジョニ男が直撃 
実は、体脂肪を減らす（※1）ガレート型カテキン含有

Sponsored

税関、厳戒態勢！消費増税で「⾦密輸」激増！？ 外国⼈旅⾏者の「利ざや」狙い⼿⼝も巧
妙化

《zak⼥の雄叫び お題は「肥」》肥⼤化する教育費…消費税増税を選別のチャンスに

【お⾦は知っている】朝⽇新聞「⽉決め購読料変わりません」の偽善ぶり 消費増税で社会
保障充実を説く“経済⾳痴”の主要全国紙

【株式フジ】⽇経平均は⾼値をキープ！消費増税後も落ち込まず 「クリエイト・レストラ
ンツＨＤ」「バルニバービ」意外⾼へ

【経済快説】消費増税で考える「良い節約」の３原則 「稼ぐに追いつく貧乏なし」副業や
転職の選択も
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今、あなたにオススメ

【緊迫する世界】⽶に「ケンカ
売った」⽂政権 在韓⽶軍撤退
なら…識者「⽶は躊躇なく北…

阿武松親⽅、任期途中で“電撃退
職”の謎 夏場所の場内説明で⾔
い間違え、２場所連続で全休…

【幸せおじさん製造所】⼥性
の“苦笑い”を好意ととらえるイ
タい男性… ミスコン「セク…

【トップ近況】「⾃動⾛⾏が⼤きなトレンドにな
る」 三菱ふそうトラック・バス ハートムッ
ト・シック社⻑

【経済快説】⽀店と銀⾏員が減っていく…銀⾏の
未来はどうなる？

キアヌ・リーブス「悲しみと喪失感は消えない。
いつもそばにあるんだ」 | 英紙記者がメロメロに
なった特別インタビュー
クーリエ・ジャポン

PR

全国有数の林業地域が植え始めた新しい⽊とは？
農林⽔産業みらい基⾦

PR

“写真好き”多部未華⼦、ファインダー越しの素
顔 テレビプロデューサー・鎮⽬博道⽒が明かす

カトパンとＥＸＩＬＥ・ＮＡＯＴＯの交際に「あ
まりに意外な組み合わせ」の声
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不明７歳⼥児捜索打ち切りで⺟
「靴⼀つ⾒つからず…」感謝と
無念を語る

「めっちゃいい⾹り」CM放送
後、注⽂集中して品切れ
N organic

PR

国⺠をバカに！？「野党合併
で“⺠主党”政権になる。政策で
投票する国⺠ほとんどいない…

中国からも脅迫！？ ⽂⼤統領
の「オウンゴール」で危機深ま
る韓国

わずか2分でスコア化、あなたの
「信⽤度」はどれくらい？
J.Score on cafeglobe

PR

街にも着ていけるほど洗練され
たゴルフウエアは「マーク ＆ ロ
ナ」
マーク&ロナ on LEON

PR
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