
最新の旬なトレンドを毎⽇配信中 -トレンドタイムス-

エンタメ・芸能 ファッション・美容 グルメ・フード 旅⾏・レジャー アート・デザイン ライフスタイル 暮らし・住まい 恋愛・出産・育児 新商品 ゲーム・おもちゃ スポーツ
ビジネス・経済 IT・ネット テクノロジー・技術 資格・教育 ⾦融・保険 医療・福祉 環境・eco 政治・地⽅⾃治体 国際情報・国際サービス

ビジネス・経済

「⾼齢者の⾃⽴⽀援」と「環境への配慮」でSDGs⽬指す視点を神奈
川県も評価 「社会に役⽴ちたい」企業に選ばれFC90店舗達成 創
業11年 急成⻑の『介護リフォーム本舗』企業の新規事業で好調

株式会社ユニバーサルスペース
2020年03⽉05⽇ 14時00分

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、関東を中⼼にFC90店舗(直営4店舗含む)を2020年2⽉下旬に達成しました。

■社会貢献と収益化を両⽴した、意義ある介護リフォーム市場を創出

当社では「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』の展開を⾏っています。

これまで介護事業は社会貢献の側⾯への注⽬は⾼いものの、ビジネス化することは難しいとされてきました。そ
こで当社では、“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”ことを⽬指し、サービスを⽇本全国に広げるためのフランチャイズ展開、収益化するための
ビジネスモデル特許取得、そして現場の働き⽅改⾰に貢献するAIアプリの開発など⾰新的な挑戦を⾏っていま
す。

⾒積アプリ『FUSII』による⼿すりの設置

■5割が異業種からの参⼊。近年、企業の新規事業としてのFC加盟が増加
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スタジオキャラット、新型コロナウイル
卒業式に“写真で残す卒業式”の取り組み

「企業」のランキング

https://trend-times.jp/
https://trend-times.jp/category/102
https://trend-times.jp/category/106
https://trend-times.jp/category/130
https://trend-times.jp/category/133
https://trend-times.jp/category/104
https://trend-times.jp/category/107
https://trend-times.jp/category/154
https://trend-times.jp/category/155
https://trend-times.jp/category/150
https://trend-times.jp/category/129
https://trend-times.jp/category/139
https://trend-times.jp/category/103
https://trend-times.jp/category/105
https://trend-times.jp/category/147
https://trend-times.jp/category/134
https://trend-times.jp/category/149
https://trend-times.jp/category/146
https://trend-times.jp/category/153
https://trend-times.jp/category/152
https://trend-times.jp/category/151
http://www.facebook.com/share.php?u=https://trend-times.jp/display/482607&t=%E3%80%8C%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%AB%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%85%8D%E6%85%AE%E3%80%8D%E3%81%A7SDGs%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%99%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%82%92%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E3%82%82%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%80%80%E3%80%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A1%E3%81%9F%E3%81%84%E3%80%8D%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E9%81%B8%E3%81%B0%E3%82%8CFC90%E5%BA%97%E8%88%97%E9%81%94%E6%88%90%E3%80%80%E5%89%B5%E6%A5%AD11%E5%B9%B4+%E6%80%A5%E6%88%90%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%80%8E%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%9C%AC%E8%88%97%E3%80%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%96%B0%E8%A6%8F%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%A7%E5%A5%BD%E8%AA%BF
http://twitter.com/share?text=%E3%80%8C%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%AB%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%85%8D%E6%85%AE%E3%80%8D%E3%81%A7SDGs%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%99%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%82%92%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E3%82%82%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%80%80%E3%80%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A1%E3%81%9F%E3%81%84%E3%80%8D%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E9%81%B8%E3%81%B0%E3%82%8CFC90%E5%BA%97%E8%88%97%E9%81%94%E6%88%90%E3%80%80%E5%89%B5%E6%A5%AD11%E5%B9%B4+%E6%80%A5%E6%88%90%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%80%8E%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%9C%AC%E8%88%97%E3%80%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%96%B0%E8%A6%8F%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%A7%E5%A5%BD%E8%AA%BF&url=https://trend-times.jp/display/482607&hashtags=TrendTimes
http://b.hatena.ne.jp/entry/https://trend-times.jp/display/482607
https://getpocket.com/edit?url=https%3A%2F%2Ftrend-times.jp%2Fdisplay%2F482607&title=%E3%80%8C%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%AB%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%85%8D%E6%85%AE%E3%80%8D%E3%81%A7SDGs%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%99%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%82%92%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E3%82%82%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%80%80%E3%80%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A1%E3%81%9F%E3%81%84%E3%80%8D%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E9%81%B8%E3%81%B0%E3%82%8CFC90%E5%BA%97%E8%88%97%E9%81%94%E6%88%90%E3%80%80%E5%89%B5%E6%A5%AD11%E5%B9%B4+%E6%80%A5%E6%88%90%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%80%8E%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%9C%AC%E8%88%97%E3%80%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%96%B0%E8%A6%8F%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%A7%E5%A5%BD%E8%AA%BF
https://trend-times.jp/display/481930
https://trend-times.jp/display/481253
https://trend-times.jp/display/482891
https://trend-times.jp/display/482891
https://trend-times.jp/display/481139
https://trend-times.jp/display/481139
https://trend-times.jp/display/481399
https://trend-times.jp/display/481399
https://trend-times.jp/display/481139
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvxAejGaFopmt5amxVYDfi1EAbh8woUvy8rfa74yiys1t7XIwgoUZllESNJS39r0UoTBQEXlQdoQZQdo5SdxKR6AyLi7G1YNalzzsw0ueqRgRctAxBWgA2oljtRXJIJe0kMUP5ZVukyGtP9RlYMgJyrKAe5PjH_326Ljbfqm_B9_JtQC3GZHFNSzhXlMFddINn0PO1EB2LwMxdV4RTY4dRuYAI2MGx3cyAnfdIMJOOmVG18CEPVO8Gepelk6lpitxJoWxKBwryDoeHnU2wjTHrDwTKX7QqBdexfCVjehBL4ME6Qv96a_LqdQnSOJ7D-iUmuoM97KlTW_FaadR2T1k0EUcF_flZl-GZ3JynMF4sC6-Frqmc0gBfbGWrcE9NLFZdejCiY2taZM8JKERq1hYWN0jSe1qY5E5I-yDn-ZGwffYLw4rzPK2aRe7zcfZkq_h2XHdDS7nC8wWgQY1xGatrVOJQLWwGQxBSUV8D5IcXk2QlH3PbRY6qzER3lkZRM1d4uM-tW3xjMd7aSYqrbs_65ko3EJA3FjGJ6hBuOi98ec3uxZ0wzmNaTyJlSE6MUpWLrjSJtKVbhxVuZq5HuH8MafEBOn3swP_JWJ6U4un5xBS3IgyM92FUvyPBwomWNS6O2wcB23_K6tFIqx0ic6RoQ2Wasuf5HffiT-PyH2azoQFmbjk18EHwwVxz3bignY9WgW4f9bAcM6_TNuwRib0b0lYNUucxrWT-uIFRBBfodJwM2Jq50wr3gDX36TSmLgRsmhSu_aF2Pjm2VX1GXUG1OtAmN6O63LyoA7KGKPf2WeXdGzWpJT4tgM2FbFSdS8bVZ0KJLzWc3Ddr2WNW5SrSop2ULVl8a0GoqjKooZ8NjT3OF0d6LNFUDOjxvX2ICDvf-3_ZEe2_a_qBmjEd9JtDvuGIDGJKejq9S-dW7OPJ3Q_4qb1bTuyySggaB0PzPbJlQqaa4oP73ly1-ZcDrAtrt_Qi-sFNtsuT67v0erbxBXMH9zfVOQjLub9qds48g7JJ-7QaJ2emjTHBijB_0mD2EbpGTAoWy_yKhGOcEQqOHdqphGynvXw&sai=AMfl-YR2peGSXEqJ1SClbTbOSUvS7aqWCjXnPKOYs4hZ1yf5uDHUUzEX9WX-wH6TXL6LxVNrHqmraOLSBg9Sy7gq1rJpVbxyHllUgQSHZmvKjrVKbfoDli76oCBCEEVe09jQM-clel1hXChiQjfpgjq1eS2v9kDeIGWRPIejmYmWU6KgMhY&sig=Cg0ArKJSzAdPGz3GQdxL&urlfix=1&adurl=https://www.onamae.com/campaign/trial3%3Fbanner_id%3D1000_rtg_domain_search_rec-7_scibids_trial3_c-13%26waad%3DuhOYQAZd%26argument%3D29kVaVam%26dmai%3Da5e54e5a289760


2009年に創業し、今年で創業11周年。当社はこれまでに累計⼯事実績47,000件超、2019年度の⼯事実績は前
年⽐120％、売上前年⽐128％と右肩上がりで順調に推移していますが、急成⻑の要因として、企業が介護リフ
ォームを新規事業に位置付け、当社のフランチャイズに参⼊してきていることが挙げられます。

2020年2⽉現在、直営を含む『介護リフォーム本舗』全90店舗の内、フランチャイズの法⼈契約数は86店舗。参
⼊しやすい建築・建設関連が5割を占め、残りの5割は冠婚葬祭、倉庫、情報通信、コンサルティングなど多岐に
渡ります。参⼊の理由を聞いてみると、建築・建設関連では「直接エンドユーザーに関わる機会を社員に与えた
い」「介護リフォームに興味があり、参⼊しやすいFC加盟を選んだ」、異業種では「事業モデルに共感した」な
ど。加盟店は本社の管理システムを活⽤することで簡単に事業を開始でき、⼿すりの取り付けやスロープ設置な
ど⼯事の内容⾃体は複雑なものではないため、未経験・異業種から副業としてでも参画しやすくなっています。
また介護事業はニーズが⾼く、まったくの未経験でも、福祉業界ではあたたかく⾒てもらえるという背景もあり
ます。

介護リフォームの⼯事実績

https://www.atpress.ne.jp/releases/207110/att_207110_1.pdf

▼建築・建設関連︓新規参⼊した主な理由

「直接エンドユーザーに携わる機会を社員に与えたいと考えた」

「本業に関連する事業で、社員の活躍の場を作るため」

「介護リフォームの事業は元々取り組もうとしていたため、時間を掛けて新規事業を⽴ち上げるよりもFC加盟を
選んだ」

▼異業種︓新規参⼊した主な理由／社員の特徴

「事業モデルに共感」「社会貢献できる事業のため」

〈社員の特徴〉

未経験者(新規事業にかかわる社員は、あえて若⼿の優秀な⼈材を投⼊し、⼥性社員の活躍の場として提供)

■中⼩企業のSDGsは、他社や他者との協⼒が実現のカギ

2015年の国連サミットでSDGsが採択されて以来、国家だけでなく企業に対しても社会的役割を期待する動きが
ますます⾼まっています。⼤企業やグローバル企業の影響は⼤きく、また資本規模も⼤きいため意識が⾼い⼀⽅
で、中⼩企業は意欲があっても⼀社で創出できる価値は限定的。そのため他社(他者)と協⼒して、⾜りない資源
を融通し合って実現していくことが現実的です。

当社ではFC事業という枠組みで、加盟店と⼀緒になってSDGsに取り組んでいます。2019年4⽉には、当社の
「⾼齢者の⾃⽴⽀援」と「環境への配慮」が評価され、神奈川県と企業などが連携してSDGsの普及啓発活動を⾏
う「かながわSDGsパートナー(第2期)」にも登録されました。

当社はこれからも、⾼齢者の安全を助け、⾒守る家族の安⼼に寄り添い、さまざまな形で社会にすることで、介
護リフォーム業界に新しい⾵を吹き込んでまいります。
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教員向け 「臨時休校措置」対応のノウ
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新型コロナウイルスに対する校舎で

TrendTimesをフォロー

トレンドタイムスは各分野の最先端のニュー
す。誰かに教えたくなるような最新の気にな
きます。

Twitterも更新しています

フォローする

「いいね︕」した友達はまだいませ
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登録証

▼ユニバーサルスペースのSDGs推進宣⾔

SDGs(持続可能な開発⽬標)は、2015年9⽉に国連サミットで全会⼀致にて採択された「誰⼀⼈取り残されない」
持続可能能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030年を年限とする17の国際⽬標(ゴール)です。当社で
もさまざまな取り組みで貢献しています。

【GOAL 3】すべての⼈に健康と福祉を

【GOAL 8】働きがいも経済成⻑も

【GOAL 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。

【GOAL11】住み続けられるまちづくり

     私たちの事業である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。

【GOAL12】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介護施設への

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvtCKkvL787emm4wTe28_0iFQ1Z3IyTmqNAEqWdde-JkVxj8TCntlWq17HcpKizHoZglZ6J0LeXnxhzECU8wCKGCGt8xkqgRWWJd_rSflyXOC4aZOxK6D5Lvt6zsvWWZFuwETvKsFeajv0xKeQnKkkOBcWS_rCZI4kPrfk61fuzukhY3RmRTLctyjN7vUkZQNTdUQe6MNqXeZDMan3_aZxmNdAe7VYx_iYDvDfVceHYCavGT21SbOp2OFd_vxCPTXdcAOkL7jggykva96k2VB6h7M8AUjvjkU855ni3pyfNgzvC-484n_cVWfXVwa_EwFSe-E44WQ8POgLIi5qnhk5q4Z8ojKofVzU4a9kbpLdG5EQ7Re-pPTUSGobkPrxENZWVvTMVxpgTcxdJtpjVDrQoeuBauqeOfNIFRFquccdnVhqXQvmooxWTMv7vEZ3NKD9yFS0ENe0AUE8zfUvFGuNt8Ws3QsAkBytrffcyB1yKrx7hgO-n1GzoGR_jcX7v7EFG3u27Fieqkehht1E1jHvg2CIGyDiH3pXamEJTfChKcZ-1oSdrYB74TSmp8wkHHaP8jIL_4urxayy2uc5hJ0YtRP_bSUzp1KiLc6In06n8RAO-qz3YuSVu-LqS8agZ744CO5GYEayhQAJDS4SUDie1xH9hNAFnoYh0oUjlzr-uKR9HVkwsbhDywSvXoNXjuA1MUVY3nkyhXe9vXkTVqwg3jgXQF5_ozNVMUkBVNF1jFyAitr_83p93fnExUUdJ5j0TV5a4nO9vsNi2aBI_jTzugBifn-Wm2XWL4gNGhIvSXsVRUjgPwK2yP7fD-V9ftmqjmMe2N5n2BYHeLg9Nm7cahM8zuiNZqYK2vR-8ygRFkDp2GBuyX679Nut1UvxogByGSNKweS0jxBcRJc1s1HAdH_iocOLT6nhbVWFtkfbIIlpGTOkrNdP5HpTx7wdREEsVO6OdbS1vrGVk7D3_xCcGcuH422Z3cOwLqOX62x6MEM5MTSMzVJ9L2OAhRgmLs-hu--2rGQIdKw-IhkCDJm-DyvEWNGiSkWNgFkfWBp7utQfmqF7jeXm_j0_VdYIIFfaCREy6ktM&sai=AMfl-YTBnC1SvX59V1NTkWxnoe7kpaG7RqNqcBlT69uWnXb8tV6VvCJE33L3QMQ7dNb7ltn7FmALbS4FVq4lX-gg08RbqeCQNhslrYTH0-lmVEpI9OIb5wcDQt5XJGvx5Qpq52fKrjXaubr_TEBt0Y2Zrujsx76B_vetfall02sRRRap6Ok&sig=Cg0ArKJSzFLQq0LQd1hQ&urlfix=1&adurl=https://www.onamae.com/campaign/trial3%3Fbanner_id%3D1000_rtg_domain_search_rec-7_scibids_trial3_c-13%26waad%3DuhOYQAZd%26argument%3D29kVaVam%26dmai%3Da5e54e5a289760


     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。

【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90店舗(直営店は4店舗)

     (北海道1店舗、岩⼿県1店舗、宮城県1店舗、

      東京都20店舗、神奈川県13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10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2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1店舗、⿅児島県1店舗)

URL   ︓ https://kaigor.com/

⼯事実績︓ 47,000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

      2019年度 10,500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

      2019年12⽉ 10億900万円

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

https://kaigor.com/


【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

「株式会社ユニバーサルスペース」の新着記事

「⾼齢者の⾃⽴⽀援」と「環境への配慮」でSDGs⽬指す視点を 神奈川県
も評価 「社会に役⽴ちたい」企業に選ばれ FC90店舗達成 創業11年 急成
⻑の『介護リフォーム本舗』 企業の新規事業で好調
医療・福祉 株式会社ユニバーサルスペース

https://universalspace.jp/
http://www.facebook.com/share.php?u=https://trend-times.jp/display/482607&t=%E3%80%8C%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%AB%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%85%8D%E6%85%AE%E3%80%8D%E3%81%A7SDGs%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%99%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%82%92%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E3%82%82%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%80%80%E3%80%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A1%E3%81%9F%E3%81%84%E3%80%8D%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E9%81%B8%E3%81%B0%E3%82%8CFC90%E5%BA%97%E8%88%97%E9%81%94%E6%88%90%E3%80%80%E5%89%B5%E6%A5%AD11%E5%B9%B4+%E6%80%A5%E6%88%90%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%80%8E%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%9C%AC%E8%88%97%E3%80%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%96%B0%E8%A6%8F%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%A7%E5%A5%BD%E8%AA%BF
http://twitter.com/share?text=%E3%80%8C%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%AB%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%85%8D%E6%85%AE%E3%80%8D%E3%81%A7SDGs%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%99%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%82%92%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E3%82%82%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%80%80%E3%80%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A1%E3%81%9F%E3%81%84%E3%80%8D%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E9%81%B8%E3%81%B0%E3%82%8CFC90%E5%BA%97%E8%88%97%E9%81%94%E6%88%90%E3%80%80%E5%89%B5%E6%A5%AD11%E5%B9%B4+%E6%80%A5%E6%88%90%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%80%8E%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%9C%AC%E8%88%97%E3%80%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%96%B0%E8%A6%8F%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%A7%E5%A5%BD%E8%AA%BF&url=https://trend-times.jp/display/482607&hashtags=TrendTimes
http://b.hatena.ne.jp/entry/https://trend-times.jp/display/482607
https://getpocket.com/edit?url=https%3A%2F%2Ftrend-times.jp%2Fdisplay%2F482607&title=%E3%80%8C%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%AB%8B%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%85%8D%E6%85%AE%E3%80%8D%E3%81%A7SDGs%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%99%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%82%92%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E3%82%82%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%80%80%E3%80%8C%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A1%E3%81%9F%E3%81%84%E3%80%8D%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E9%81%B8%E3%81%B0%E3%82%8CFC90%E5%BA%97%E8%88%97%E9%81%94%E6%88%90%E3%80%80%E5%89%B5%E6%A5%AD11%E5%B9%B4+%E6%80%A5%E6%88%90%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%80%8E%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%9C%AC%E8%88%97%E3%80%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%96%B0%E8%A6%8F%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%A7%E5%A5%BD%E8%AA%BF
https://trend-times.jp/display/482615
https://trend-times.jp/display/482615
https://trend-times.jp/category/146
https://trend-times.jp/display/399543


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
ライフスタイル 株式会社ユニバーサルスペース

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
医療・福祉 株式会社ユニバーサルスペース

超⾼齢化時代 介護を⾒据える ⼿すり取り付けやバリアフリー⼯事 急成⻑
『介護リフォーム本舗』 関東中⼼に80店舗達成 「社会貢献」と「ビジネ
ス」を両⽴するFCモデルで特許 年内に100店舗⽬指す
医療・福祉 株式会社ユニバーサルスペース

急成⻑の『介護リフォーム本舗』が関東中⼼に80店舗を達成︕超⾼齢化時
代に介護を⾒据えるバリアフリー⼯事で年内100店舗を⽬指す
IT・ネット 株式会社ユニバーサルスペース

「ビジネス・経済」の新着記事

Adjust、「グローバルベンチマーク2.0」の最新データを追加
ビジネス・経済 adjust株式会社

⾃宅でコンサルタントをひとり占め︕資産運⽤オンライン相談、好評開催
中
ビジネス・経済 ⼤和財託株式会社

バーコード対応在庫管理サービスのご案内
ビジネス・経済 株式会社Blue Tiger Consulting

【延期後開催⽇程決定のお知らせ】⽇本を代表する会計事務所が集う
「Best Professional Firm 2020」表彰式
ビジネス・経済 株式会社MS-Japan

Teads、広告主のソーシャルキャンペーン強化フォーマット INREAD
SOCIALを発表
ビジネス・経済 ティーズ（Teads）

https://trend-times.jp/display/399543
https://trend-times.jp/display/399543
https://trend-times.jp/category/107
https://trend-times.jp/display/399332
https://trend-times.jp/display/399332
https://trend-times.jp/category/146
https://trend-times.jp/display/398484
https://trend-times.jp/display/398484
https://trend-times.jp/category/146
https://trend-times.jp/display/398516
https://trend-times.jp/display/398516
https://trend-times.jp/category/105
https://trend-times.jp/display/484652
https://trend-times.jp/display/484652
https://trend-times.jp/category/103
https://trend-times.jp/display/484651
https://trend-times.jp/display/484651
https://trend-times.jp/category/103
https://trend-times.jp/display/484645
https://trend-times.jp/display/484645
https://trend-times.jp/category/103
https://trend-times.jp/display/484639
https://trend-times.jp/display/484639
https://trend-times.jp/category/103
https://trend-times.jp/display/484637
https://trend-times.jp/display/484637
https://trend-times.jp/category/103


「企業」の新着記事

エレクトロラックス・ジャパン 社屋移転に伴い環境や労働環境に配慮した
オフィスへ
ファッション・美容 エレクトロラックス・ジャパン 株式会社

サントムーン柿⽥川に、２つめのセガのお店が登場︕『セガ サントムーン
オアシス』新規オープンのお知らせ
ライフスタイル 株式会社セガ エンタテインメント

在宅ワーク推進ソリューション 〜各種クラウドサービスで在宅ワークを
推進します〜
ビジネス・経済 クロス・ヘッド株式会社

「アトレ五反⽥1・2」3⽉26⽇(⽊) AM10:00 GRAND OPEN︕
ビジネス・経済 株式会社アトレ

ジボダン社、⽶国の独⽴系⼤⼿企業、アンゲラー社の買収を完了
ビジネス・経済 ジボダン ジャパン株式会社

トレンドタイムスとは 利⽤規約 プライバシーポリシー お問い合わせ 運営会社
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