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検索

登録証

   

     

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

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1:

https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/LL_img_195334_1.jpg

 登録証

 ■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

トップトップ 政治・社会政治・社会 芸能芸能 スポーツスポーツ 経済・マネー経済・マネー ライフライフ レジャーレジャー 連載⼀覧連載⼀覧 特集⼀覧特集⼀覧 ランキングランキング

 “タマネギ法相”窮地   関電脅えた“森⼭地獄”   公費⽀出は…表現の不⾃由展   艶グラドル   ぴいぷる   ZBAT!競⾺   ゲーム

トップ 経済・マネー プレスリリース 記事詳細

経済ニュース⼀覧 株式・投資⼀覧 ショッピング⼀覧 プレスリリース⼀覧 連載 特集

印刷

ゲーム

ゲームをもっと⾒る

主要ニュース

「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

いのうえのぞみ、⼀⼈旅で写真にハマる

北朝鮮船から事情聴取なし…批判相次ぐ

不⾃由展再開は「公共のハイジャック」

⼈事部が会社をダメに？権限過⼤な中枢

訪⽇客の⽬的は⽇本⽂化！カジノは不要

⼩泉進次郎⽒「失⾔連発」にガックリ…

ＯＮシリーズ再戦で⾦⽥正⼀⽒に恩返し

阪神“恐怖のアウェー”突破で下克上へ

ZAKスペシャル

富⼭・IoT活⽤で超先進都市へ

https://www.zakzak.co.jp/eco/news/191004/prl1910040167-p1.html?ownedref=not%20set_not%20set_newsPhoto
https://www.zakzak.co.jp/eco/news/191004/prl1910040167-p2.html?ownedref=not%20set_not%20set_newsPhoto
https://www.zakzak.co.jp/eco/news/191004/prl1910040167-p3.html?ownedref=not%20set_not%20set_newsPhoto
https://www.zakzak.co.jp/eco/news/191004/prl1910040167-p4.html?ownedref=not%20set_not%20set_newsPhoto
https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/LL_img_195334_1.jpg
https://www.zakzak.co.jp/
https://www.zakzak.co.jp/?ownedref=not%20set_not%20set_navi
https://www.zakzak.co.jp/soc/?ownedref=not%20set_not%20set_navi
https://www.zakzak.co.jp/ent/?ownedref=not%20set_not%20set_navi
https://www.zakzak.co.jp/spo/?ownedref=not%20set_not%20set_navi
https://www.zakzak.co.jp/eco/?ownedref=not%20set_not%20set_navi
https://www.zakzak.co.jp/lif/?ownedref=not%20set_not%20set_navi
https://www.zakzak.co.jp/lei/?ownedref=not%20set_not%20set_navi
https://www.zakzak.co.jp/rensai/?ownedref=not%20set_not%20set_navi
https://www.zakzak.co.jp/feature/?ownedref=not%20set_not%20set_navi
https://www.zakzak.co.jp/ranking/?ownedref=not%20set_not%20set_navi
https://www.zakzak.co.jp/soc/feature/soc36495.html
https://www.zakzak.co.jp/soc/feature/soc36530.html
https://www.zakzak.co.jp/soc/feature/soc36531.html
https://www.zakzak.co.jp/ent/rensai/ent34853.html
https://www.zakzak.co.jp/ent/feature/ent33656.html
http://race.sanspo.com/
http://gamebox.gesoten.com/zakzak/
https://www.zakzak.co.jp/?ownedref=not%20set_not%20set_crumb
https://www.zakzak.co.jp/eco/?ownedref=not%20set_not%20set_crumb
https://www.zakzak.co.jp/eco/list/prl-n.html?ownedref=not%20set_not%20set_crumb
https://www.zakzak.co.jp/eco/list/ecn-n.html?ownedref=not%20set_not%20set_crumb
https://www.zakzak.co.jp/eco/list/inv-n.html?ownedref=not%20set_not%20set_crumb
https://www.zakzak.co.jp/eco/list/sho-n.html?ownedref=not%20set_not%20set_crumb
https://www.zakzak.co.jp/eco/list/prl-n.html?ownedref=not%20set_not%20set_crumb
https://www.zakzak.co.jp/eco/rensai/?ownedref=not%20set_not%20set_crumb
https://www.zakzak.co.jp/eco/feature/?ownedref=not%20set_not%20set_crumb
http://gamebox.gesoten.com/zakzak/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CWvaIWQ-cXZeJG8Gw2gTm5pyYBYC63dVY-uapr8wJ2tkeEAEg_8rgKGCJq8eE-BOgAfH05ZYDyAEDqQKl164EaAZEPuACAKgDAcgDCKoE_QFP0FixJdkYtjTnCW2xpi0PIRcgTxLZW4Fp_L5vMQqg68DKF5ExDjOLq8jQpZl_-YTtam8Gqp90gfIgHGBJlwjpVd8nc7TbgbdBzUIj1zd0cTDsDrtoFbMEwZj7GBfwV3ISj7-YKcb7W5n_PzD4JLnFRcV4gi8axQCADqk_V34PVdFvTdOE6Tpm_Nt-sX6g1vXywZOBf2wrFyJjJcG74rAke2vDVqvu6uu8nRa8MpH3VIU9XpGTd7h1hRX7nhGI-yNLBk1iDStO24gjnSA0DBHrOQQBWOMkyCPfZ1xgTvZpGac7a9NUUJcmqcBX2-6a7fPBJSv_VhRigBaTw2-64AQBoAYDgAf3ipppqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIIBwiAYRABGB2xCY2RI73f02qdgAoD2BMN&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo4ENlgJvHSEXZLkNUkBN37A&sig=AOD64_2ywn-Ftj8ZbcS4Ms_GeA58-nQEnQ&client=ca-pub-2888780306737879&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://bdash-marketing.com/downloadlist/market_report/wpdl_illustrated-book_dwh-dmp-cdp%3Fopt_gdn_rtg_details_illustrated-book_dwh-dmp-cdp_300x250.gif_wp_image%26gclid%3DEAIaIQobChMI15nayeiL5QIVQZiWCh1mMwdTEAEYASAAEgJELfD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAFoW1tbW251bGwsWzEsOSwzN11dLFtudWxsLG51bGwsW251bGwsbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Rpc3BsYXlhZHMtZm9ybWF0cy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20vYWRzL3ByZXZpZXcvY29udGVudC5qcz9jbGllbnQ9d3RhXHUwMDI2b2JmdXNjYXRlZEN1c3RvbWVySWQ9NTc2MDQ5ODI4OVx1MDAyNmNyZWF0aXZlSWQ9MzUwOTEyODg5MDMxXHUwMDI2dmVyc2lvbklkPTBcdTAwMjZhZEdyb3VwQ3JlYXRpdmVJZD0zMjk3Mzc5OTEwMzRcdTAwMjZodG1sUGFyZW50SWQ9cHJldi0wXHUwMDI2aGVpZ2h0PTI1MFx1MDAyNndpZHRoPTMwMFx1MDAyNnNpZz1BQ2lWQl93S0wtUGhfTlJPMUxTTGxHUzlHM00wQm92cEJ3Il1dXV0sWzIsMV1dThg1mLTIi3WGOW1AtJ-E7Wns4EtNTK4K-VFeaH3awRxsNfc1zwgA5FpjZaF0LydjznbGFbD9TLIFjr9MekkwAl9xYH4ErszM7F2UsZvuD4a6tDb9l2a6Qyu6gNTYCCoCw9pTi3pLrIRL3DpvJJS6D9B5TgCbeuyWO6_CTDDFzXv8DkeQ5rjeFaL2hvatZZSBZXcidslexrkUFpIUiAYiyHC9uZFQMxZUETH8AkaQPG5ZDHJ3x3y-c9rmOcZFvhgbWX6Ywpg57RX7rgggej6oKdFgP3aLOVtbJEoC5gog_02Y5_E1Ak4rhD3VqNBXR06akzz4mQl8mIDMF1r2__UIGg,kwYs3NW1UTMDvryBupxjXg&source=display&cbt=H_TAwircfNcI-uapr8wJEM-Uo54HGPn1uGkiE2JkYXNoLW1hcmtldGluZy5jb20yCAgFExiQ6xIUQhdjYS1wdWItMjg4ODc4MDMwNjczNzg3OUgFWANwAagBAQ&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCWvaIWQ-cXZeJG8Gw2gTm5pyYBYC63dVY-uapr8wJ2tkeEAEg_8rgKGCJq8eE-BOgAfH05ZYDyAEDqQKl164EaAZEPuACAKgDAcgDCKoE_QFP0FixJdkYtjTnCW2xpi0PIRcgTxLZW4Fp_L5vMQqg68DKF5ExDjOLq8jQpZl_-YTtam8Gqp90gfIgHGBJlwjpVd8nc7TbgbdBzUIj1zd0cTDsDrtoFbMEwZj7GBfwV3ISj7-YKcb7W5n_PzD4JLnFRcV4gi8axQCADqk_V34PVdFvTdOE6Tpm_Nt-sX6g1vXywZOBf2wrFyJjJcG74rAke2vDVqvu6uu8nRa8MpH3VIU9XpGTd7h1hRX7nhGI-yNLBk1iDStO24gjnSA0DBHrOQQBWOMkyCPfZ1xgTvZpGac7a9NUUJcmqcBX2-6a7fPBJSv_VhRigBaTw2-64AQBoAYDgAf3ipppqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIIBwiAYRABGB2xCY2RI73f02qdgAoD2BMN%26sigh%3DL4XVIvrCCEc%26cid%3DCAQSPADwy9IZ-P4tHgU9L0p_w1sj7yuD7NOZmMjc9XO4JUog7EZsFHmRRKGnyEg5Z4hpMbAhWtztCqp6bGh_rA
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAFoW1tbW251bGwsWzEsOSwzN11dLFtudWxsLG51bGwsW251bGwsbnVsbCxudWxsLCJodHRwczovL2Rpc3BsYXlhZHMtZm9ybWF0cy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20vYWRzL3ByZXZpZXcvY29udGVudC5qcz9jbGllbnQ9d3RhXHUwMDI2b2JmdXNjYXRlZEN1c3RvbWVySWQ9NTc2MDQ5ODI4OVx1MDAyNmNyZWF0aXZlSWQ9MzUwOTEyODg5MDMxXHUwMDI2dmVyc2lvbklkPTBcdTAwMjZhZEdyb3VwQ3JlYXRpdmVJZD0zMjk3Mzc5OTEwMzRcdTAwMjZodG1sUGFyZW50SWQ9cHJldi0wXHUwMDI2aGVpZ2h0PTI1MFx1MDAyNndpZHRoPTMwMFx1MDAyNnNpZz1BQ2lWQl93S0wtUGhfTlJPMUxTTGxHUzlHM00wQm92cEJ3Il1dXV0sWzIsMV1dThg1mLTIi3WGOW1AtJ-E7Wns4EtNTK4K-VFeaH3awRxsNfc1zwgA5FpjZaF0LydjznbGFbD9TLIFjr9MekkwAl9xYH4ErszM7F2UsZvuD4a6tDb9l2a6Qyu6gNTYCCoCw9pTi3pLrIRL3DpvJJS6D9B5TgCbeuyWO6_CTDDFzXv8DkeQ5rjeFaL2hvatZZSBZXcidslexrkUFpIUiAYiyHC9uZFQMxZUETH8AkaQPG5ZDHJ3x3y-c9rmOcZFvhgbWX6Ywpg57RX7rgggej6oKdFgP3aLOVtbJEoC5gog_02Y5_E1Ak4rhD3VqNBXR06akzz4mQl8mIDMF1r2__UIGg,kwYs3NW1UTMDvryBupxjXg&source=display&cbt=H_TAwircfNcI-uapr8wJEM-Uo54HGPn1uGkiE2JkYXNoLW1hcmtldGluZy5jb20yCAgFExiQ6xIUQhdjYS1wdWItMjg4ODc4MDMwNjczNzg3OUgFWANwAagBAQ&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCWvaIWQ-cXZeJG8Gw2gTm5pyYBYC63dVY-uapr8wJ2tkeEAEg_8rgKGCJq8eE-BOgAfH05ZYDyAEDqQKl164EaAZEPuACAKgDAcgDCKoE_QFP0FixJdkYtjTnCW2xpi0PIRcgTxLZW4Fp_L5vMQqg68DKF5ExDjOLq8jQpZl_-YTtam8Gqp90gfIgHGBJlwjpVd8nc7TbgbdBzUIj1zd0cTDsDrtoFbMEwZj7GBfwV3ISj7-YKcb7W5n_PzD4JLnFRcV4gi8axQCADqk_V34PVdFvTdOE6Tpm_Nt-sX6g1vXywZOBf2wrFyJjJcG74rAke2vDVqvu6uu8nRa8MpH3VIU9XpGTd7h1hRX7nhGI-yNLBk1iDStO24gjnSA0DBHrOQQBWOMkyCPfZ1xgTvZpGac7a9NUUJcmqcBX2-6a7fPBJSv_VhRigBaTw2-64AQBoAYDgAf3ipppqAeOzhuoB9XJG6gHwdMbqAeF1BuoB4HUG6gHgtQbqAeG1BuoB4TUG6gHk9gbqAfg0xuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIIBwiAYRABGB2xCY2RI73f02qdgAoD2BMN%26sigh%3DL4XVIvrCCEc%26cid%3DCAQSPADwy9IZ-P4tHgU9L0p_w1sj7yuD7NOZmMjc9XO4JUog7EZsFHmRRKGnyEg5Z4hpMbAhWtztCqp6bGh_rA
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/191008/for1910080003-n1.html
https://www.zakzak.co.jp/ent/news/191008/enn1910080005-n1.html
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/191008/pol1910080002-n1.html
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/191008/dom1910080006-n1.html
https://www.zakzak.co.jp/eco/news/191008/ecn1910080004-n1.html
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/191008/dom1910080002-n1.html
https://www.zakzak.co.jp/ent/news/191008/enn1910080004-n1.html
https://www.zakzak.co.jp/spo/news/191008/bas1910080003-n1.html
https://www.zakzak.co.jp/spo/news/191008/bas1910080004-n1.html
http://sankei2ad.durasite.net/A-affiliate2/mobclick?campid=92613&creid=92633&keyword=zz.all.special.280x120&uaid=0&info=16869107315705086324910092&kuid=&ksegments=&requireUid=true&rid=16875664015704225802736249166085
http://sankei2ad.durasite.net/A-affiliate2/mobclick?campid=92619&creid=92643&keyword=zz.all.special.txt.01&uaid=0&info=16869107315705086326070091&kuid=&ksegments=&requireUid=true&rid=16875664015704225802736249166085
http://gamebox.gesoten.com/zakzak/game/106
http://gamebox.gesoten.com/zakzak/game/109


2019/10/8 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 - zakza…

https://www.zakzak.co.jp/eco/news/191004/prl1910040167-n1.html 2/7

 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。

 画像2: https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/img_195334_2.jpg

 ⾃社開発の⾒積AIアプリ

 ■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1,200mm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3: https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/img_195334_3.jpg

 天守閣プロジェクト

 【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
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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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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。

 当社が開発したAIアプリ『FUS II』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4: https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/img_195334_4.png

 ⾃社開発の⾒積AIアプリを使った場合

 画像5: https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/img_195334_5.jpg

 クラウド上の管理システム

 ■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1,200mm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6: https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/img_195334_6.jpg

 寄贈式の様⼦

 【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、

特集⼀覧へ

ピックアップ連載

Ｙｅｓ！⾼須のこれはＮｏ！だぜ
マツコｖｓＮ国、⽴花党⾸
の“数字稼ぎ”は粋じゃない！ 
政治家でもある⼈がお⾦もう

け…まだ釈然としないよ

永⽥町・霞が関インサイド
⾹港めぐり⽶中が⽔⾯下で“奇
妙な駆け引き” 「⾹港」「貿
易」「疑惑」が底流で複層交錯

織⽥哲郎 あれからこれから
『いつまでも変わらぬ愛を』は
兄への鎮魂歌 「⼀⽣⾳楽を作
り続けよう」と決⼼

連載⼀覧へ

最新情報を受け取ろう

 RSS   サイトマップ

橋下徹⽒が関電再調査“参戦”か 森⼭元助役
案件での「特命発注」多数 「俺の調査はき
ついよ」とノリ気

Twitter from zakzak
zakzak編集部の公式ツイッターで
す。



zakzak facebookページ
編集部が厳選した記事をFacebook
で発信します。
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  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

  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

 画像7: https://www.atpress.ne.jp/releases/195334/img_195334_7.jpg

 株式会社ユニバーサルスペース

 【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

https://kaigor.com/
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