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コロナで巣ごもり⽣活に⼀役 直径約3セン
チ、厚さ約1.5センチのリバーシ シニアに
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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”の端材を利⽤した、⾼齢者へ向けStay Homeグッズを作成し、敬⽼の⽇に合わせ、直営店とフラ
ンチャイズ加盟店において顧客向けプレゼントキャンペーンを2020年9⽉1⽇〜30⽇の期間で実施いたしました。

当社は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』を展開し、現在では関東を中⼼に全国93店舗ま
で拡⼤、⼯事実績は54,000件を超えています。そして、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。

⼿すり

元気づけ ⼿すりの端材でつくるStay
Homeグッズが好評 関東を中⼼に、直営

店・FC加盟店で実施
 10⽉ 15 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?P=219279)   @PRESS (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?AUTHOR=2)
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リバーシ⾵景

■コロナ Stay Homeグッズ「リバーシ」を企画

当社では、介護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、2018年から“⼿すり”の端材を利⽤した天守
閣の模型を制作し、敬⽼の⽇に合わせて⾼齢者介護施設へ寄贈。また、⼿すりの端材は多く出ることから、フランチャイズチェー
ン店舗の協⼒で集めて有効利⽤することで⾃然環境に配慮していく取り組みになっています。

2020年は新型コロナウイルスの影響を鑑み、Stay Homeグッズを作成。⼿すりの形状を活かしながら、在宅が求められるこの時期
にふさわしく、ご⾃宅での時間を有意義に過ごしていただけるよう、レクリエーションで定番の「リバーシ」を作成いたしまし
た。ご⾃宅でお孫さんやご家族と過ごす時間を楽しんで頂き、また、頭や指先のトレーニングにも使えるグッズです。「リバー
シ」は、直径約3センチ、厚さ約1.5センチで、⼀つ⼀つやすりを丁寧にかけて⼿触りのよい仕上げに。また、塗装では3回のコーテ
ィングを実施しており、1セット完成までに約2〜3時間をかけておこないました。ウイルス感染予防も兼ねて、除菌・抗菌のスプ
レーをして完成。プレゼントの対象者は、各加盟店で9⽉に介護リフォーム⼯事をされたお客様へプレゼントを実施しました。

■70代夫婦「孫と⼀緒にやるのが楽しみ」

今回、⾃宅の廊下に⼿すりを取り付けた東京都在住の70代の夫婦からは、リバーシをプレゼントされて「近所に住む⼩学三年⽣の
孫とゲームをやる。きっと、若いから頭の回転も早く負けちゃうだろうな」「リバーシの発想が素晴らしい。また、⼀つ⼀つが丁
寧で⼿作りされた事に驚いた。しっかりとした⼯事をして頂いた上に更にこんな素敵な物を頂けるなんて嬉しい」と述べていま
す。

■⼿すりリバーシ 施⼯技術⼒向上にも⼀役 ひとつひとつ⼿作りで作成

また、リバーシをプレゼントしたスタッフからは「制作には8時間程かかり(特に研磨には時間を掛けた)、結構⼤変だった。お孫さ
んがいらっしゃる事も聞いていたので、⼤変喜んでくれて嬉しかった」「⼿間と時間のかかるものだったので、完成した時は達成
感がある」など好評です。

リバーシ制作は、本社社員のアドバイスの元、加盟店のスタッフが通常業務の隙間時間に⾏いますが、「設計」「切断」「組⽴」
「塗装」「運営管理」といった分担や作業⼯程は実際の介護リフォーム現場と同様です。

そのため当社の技術⼒をそのまま模型製作にいかすことができ、普段は顔をあわせることがない本社社員とフランチャイズ店のス
タッフが⼀緒にプロジェクトに関わることで連帯感が⽣まれ、より充実したサービス提供をはじめ、技術⼒の向上にもつなげてい
きます。
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【Stay Homeグッズプレゼントキャンペーン概要】

名称  ︓Stay Homeグッズプレゼントキャンペーン

内容  ︓制作したリバーシ⽯とご送付するリバーシ盤をセットにして

     各店のご利⽤者様に「9/21敬⽼の⽇」のプレゼントとして進呈

期間  ︓2020年9⽉1⽇〜30⽇

実施店舗︓関東エリアを中⼼に直営店、フランチャイズ加盟店 8店舗

     ＜東京＞ 墨⽥店、城⻄店、町⽥南店

     ＜⼤阪＞ 城東店

     ＜千葉＞ 市川店

     ＜岐⾩＞ 岐⾩店

     ＜愛知県＞岡崎店

     ＜埼⽟県＞⼤宮東店

対象  ︓9⽉に介護リフォーム⼯事を利⽤した⽅

リバーシセット

【制作⽅法】

(1) 端材を15mmの厚さにカット(40〜60分)

(2) サンダー、紙やすりを使って塗膜の剥離と切断⾯や⾓部の研磨(60分)

(3) 塗装 2〜3度塗り(30〜40分)※乾燥時間含まず
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作業⼯程1

作業⼯程2
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作業⼯程3

作業⼯程4

【お客様の声】

・ご近所さんと⼀緒にやってみたい

・デイサービスに持って⾏ってみんなでやりたい

・脳のトレーニングになりそう

・こんな時期だから室内でみんなで楽しめるものを頂けて嬉しい

・ちゃんと「除菌済み」と記載されており、⽬に⾒えて分かった為、安⼼・安全に使⽤できる

・触り⼼地も良く⽊のぬくもりを感じられて愛着がわく
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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93店舗(直営店は4店舗)

      (北海道1店舗、宮城県1店舗、東京都21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8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、

      岡⼭県1店舗、広島県3店舗、福岡県2店舗、熊本県1店舗、

      ⿅児島県1店舗)

URL   ︓ https://kaigor.com/ (https://kaigor.com/)

⼯事実績︓ 54,000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

【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/ (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

https://kaigor.com/
https://universalspace.jp/
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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

Posted in テクノロジー (http://you-know-news.com/?cat=46), ビジネス (http://you-know-news.com/?cat=2), ライフスタイル (http://you-
know-news.com/?cat=7), 医療・福祉・介護 (http://you-know-news.com/?cat=11), 経営情報 (http://you-know-news.com/?cat=3)
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10⽉ 30, 2020

客船「⾶⿃II」2021年2-3⽉商品発表 〜新しい季節を洋上でも〜 (http://you-know-news.com/?p=222563)
10⽉ 30, 2020

近鉄グループGo To キャンペーン 特設ページの開設について (http://you-know-news.com/?p=222560)
10⽉ 30, 2020

京阪電鉄不動産×ショウタイム24がIoTを活⽤した接客・販売スキームを共同開発。スマートロックを採⽤した「無⼈内
⾒システム」を賃貸マンション・⼾建住宅で本格的に導⼊。 (http://you-know-news.com/?p=222559)
10⽉ 30, 2020

「てんしばi:na（イーナ）」はまもなく開業１周年︕i:na（イーナ）にちなみ１１⽉７⽇（⼟）からリーフ屋根をライト
アップします (http://you-know-news.com/?p=222558)
10⽉ 30, 2020

http://you-know-news.com/?cat=46
http://you-know-news.com/?cat=2
http://you-know-news.com/?cat=7
http://you-know-news.com/?cat=11
http://you-know-news.com/?cat=3
http://you-know-news.com/?p=222564
http://you-know-news.com/?p=222563
http://you-know-news.com/?p=222560
http://you-know-news.com/?p=222559
http://you-know-news.com/?p=222558
http://you-know-news.com/?p=222564
http://you-know-news.com/?p=222563
http://you-know-news.com/?p=222560
http://you-know-news.com/?p=222559
http://you-know-news.com/?p=222558


2020/10/30 コロナで巣ごもり⽣活に⼀役 直径約3センチ、厚さ約1.5センチのリバーシ シニアに元気づけ ⼿すりの端材でつくるStay Homeグ…

you-know-news.com/?p=219279 9/10

p=222
558)

CATEGORYS

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

IT・ネットワーク (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=49)

おもちゃ・ホビー (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=21)

その他エンタメ (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=26)

その他ファッション (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=33)

その他ライフスタイル (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=14)

アニメ・マンガ (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=25)

アート・デザイン (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=58) エンタメ (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=15)

ゲーム (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=22) コンピュータ (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=50)

サービス (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=55) スポーツ (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=23)

セキュリティ (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=54) ソフトウェア (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=53)

テクノロジー (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=46) ハードウェア (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=56)

ビジネス (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=2) ビューティ (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=34)

ファッション (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=29)

フード・グルメ (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=27) モバイル (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=52)

ライフスタイル (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=7) 住宅・不動産 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=44)

健康・ヘルスケア (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=36)

医療・福祉・介護 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=11)

地域経済・地域社会 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=41)

⼥性向けファッション (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=30) 政治 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=38)

教育 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=47) 旅⾏・レジャー (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=20)

映画・テレビ・動画 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=18)

本・雑誌 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=24) 環境 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=48)

⽣活⽤品・⽣活雑貨 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=8) 産業 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=45)

男性向けファッション (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=31) 社会 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=40)

社会・政治・経済 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=37) 経営情報 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=3)

美容・化粧品 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=35) 芸能 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=17)

趣味・娯楽 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=16) ⾦融・保険 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=43)

電化製品 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=13) ⾳楽・演劇 (HTTP://YOU-KNOW-NEWS.COM/?CAT=19)

http://you-know-news.com/?p=222558
http://you-know-news.com/?cat=49
http://you-know-news.com/?cat=21
http://you-know-news.com/?cat=26
http://you-know-news.com/?cat=33
http://you-know-news.com/?cat=14
http://you-know-news.com/?cat=25
http://you-know-news.com/?cat=58
http://you-know-news.com/?cat=15
http://you-know-news.com/?cat=22
http://you-know-news.com/?cat=50
http://you-know-news.com/?cat=55
http://you-know-news.com/?cat=23
http://you-know-news.com/?cat=54
http://you-know-news.com/?cat=53
http://you-know-news.com/?cat=46
http://you-know-news.com/?cat=56
http://you-know-news.com/?cat=2
http://you-know-news.com/?cat=34
http://you-know-news.com/?cat=29
http://you-know-news.com/?cat=27
http://you-know-news.com/?cat=52
http://you-know-news.com/?cat=7
http://you-know-news.com/?cat=44
http://you-know-news.com/?cat=36
http://you-know-news.com/?cat=11
http://you-know-news.com/?cat=41
http://you-know-news.com/?cat=30
http://you-know-news.com/?cat=38
http://you-know-news.com/?cat=47
http://you-know-news.com/?cat=20
http://you-know-news.com/?cat=18
http://you-know-news.com/?cat=24
http://you-know-news.com/?cat=48
http://you-know-news.com/?cat=8
http://you-know-news.com/?cat=45
http://you-know-news.com/?cat=31
http://you-know-news.com/?cat=40
http://you-know-news.com/?cat=37
http://you-know-news.com/?cat=3
http://you-know-news.com/?cat=35
http://you-know-news.com/?cat=17
http://you-know-news.com/?cat=16
http://you-know-news.com/?cat=43
http://you-know-news.com/?cat=13
http://you-know-news.com/?cat=19


2020/10/30 コロナで巣ごもり⽣活に⼀役 直径約3センチ、厚さ約1.5センチのリバーシ シニアに元気づけ ⼿すりの端材でつくるStay Homeグ…

you-know-news.com/?p=219279 10/10

© 2020 You Know News. All Rights Reserved.

PICK UP

(http://you-know-news.com/?p=59923)さとふる、「令和元年台⾵19号被害 緊急⽀援募⾦サイト」で岩
⼿県宮古市、宮城県丸森町、⻑野県の寄付受け付けを開始 (http://you-know-news.com/?p=59923)

⽉額1000円からネット予約が受付可能に︕ホームページ作成サービス『ペライチ』が「予約機能」をリリース
(http://you-know-news.com/?p=100050)

(http://you-know-news.com/?p=16792)設置型ベビーケアルーム「mamaro」導⼊のお知らせ
(http://you-know-news.com/?p=16792)

(http://you-know-news.com/?p=69040)ダウンジャケット修理の専⾨店︕プロの技で⽣地の破れ・⽳あ
きもきれいに修理・復元 (http://you-know-news.com/?p=69040)

(http://you-know-news.com/?p=166366)『THE KING OF FIGHTERS ʼ98 ULTIMATE MATCH Online』
全世界累計ダウンロード数7000万を突破︕ (http://you-know-news.com/?p=166366)
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