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ユニバーサルスペース、神奈川県と連携しＳＤ
Ｇｓ推進 介護リフォームからアプローチ

 介護向け住宅リフォーム事業を展開するユニバーサルスペース（横浜市）は、神奈川県が
ＳＤＧｓ（エスディージーズ）推進を⽬的に募集を⾏った「かながわＳＤＧｓパートナー
（第２期）」に登録されたと発表した。１０⽉３⽇に登録式が開かれた。

ツイートいいね︕ 4

今欲しい情報をご案内します︕
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 同社が取り組む「⾼齢者の⾃⽴⽀援」と「環境への配慮」という点を活かし、「ＳＤＧｓ
Ｎｏ．３（保健）、Ｎｏ．８（成⻑・雇⽤）、Ｎｏ．９（イノベーション）、Ｎｏ．１１
（都市）、Ｎｏ．１２（⽣産・消費）」の課題解決に向け取り組んでいくとする。

 同社は、２０１３年から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、ビジネスモデル特許取得・ＡＩアプリの開発などを進めている。累計⼯事実績４
万件超、２０１８年度の⼯事実績前年⽐１２０％、売上前年⽐１２５％と推移。昨年から、
⼿すりの端材を再利⽤した天守閣制作プロジェクトにも取り組んでいる。

 「かながわＳＤＧｓパートナー」は、ＳＤＧｓの推進に資する事業を展開している企業な
どの取り組み事例を神奈川県が募集・登録・発信するとともに、県と企業が連携してＳＤＧ
ｓの普及啓発活動を２年間（更新可）⾏っていくもの。４⽉に第１期の募集を開始。第２期
では８８の企業などが登録。

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。

ＳＤＧｓ｜ユニバーサルスペース｜リフォーム

こちらの記事もおすすめです

全⽊協連、親⼦で森林の役割やＳＤＧｓが学べる新コン

テンツ公開
今欲しい情報をご案内します︕
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わずか１０分でリフォーム提案が可能な「ＲＩＫフォト

タッチ」

リフォーム・リノベ場所トップはバスルーム、Ｈｏｕｚ

ｚ調べ

ＬＩＸＩＬ、既設枠を残したまま設置できるリフォーム

専⽤浴室ドア

三協アルミ、リフォーム⽞関ドア「ノバリス」の防⽕設

備を発売

新着ニュース

ソニーネットワーク、住宅ＩｏＴサービス「ＭＡＮＯＭ
Ａ」をリニューアル
2019年10⽉21⽇ | 企業・団体

⽇本ホウ酸処理協会、「第１回ＪＢＴＡ全国⼤会」を東
京ビッグサイトにて開催
2019年10⽉21⽇ | 業界動向

【新建ハウジングちょっと読み・１０⽉２０⽇号】求め
られる「⼯務店ＢＣＰ」 速やかな災害対応で被害を最
⼩限に
2019年10⽉21⽇ | おすすめ情報（ＰＲ）

⽇本住宅サービス、テスラ「Ｐｏｗｅｒｗａｌｌ」の認
定施⼯会社に認定
2019年10⽉19⽇ | 企業・団体

耐震補強⼯事予算「２００万円未満」が約８割 ⽊耐協
調べ
2019年10⽉19⽇ | ⽣活者調査

⾦属屋根のボランタリーチェーン「屋根王」が発⾜
2019年10⽉19⽇ | 企業・団体

アキュラホーム、新たな「災害時⽀援施設」２拠点をオ
ープン
2019年10⽉19⽇ | 企業・団体

「ＡＰＷ ４３０」開発・普及取り組みが“北海道省エネル
ギー・新エネルギー促進⼤賞”
2019年10⽉18⽇ | 企業・団体

不動産鑑定⼠試験論⽂式試験の合格者が５年連続増加
2019年10⽉18⽇ | ⾏政動向

Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ、「お気に⼊り」施⼯事例からマイホー
ムプランを作るサイト今欲しい情報をご案内します︕
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わずか１０分でリフォー
ム提案が可能な「ＲＩＫ
フォトタッチ」
2019年10⽉18⽇

全国約４３０社が利⽤す
るトータル・アフターサ
ポート・パッケージ
2019年10⽉18⽇

１００社１００通りの⼯
事管理を実現する総合管
理システム「建て役者」
2019年10⽉16⽇

デジタルネイティブ世代
の家づくりを応援する住
宅３Ｄビューアーアプリ
2019年10⽉16⽇

2019年10⽉18⽇ | 新サービス

顧客満⾜を左右する収納提案
2019年10⽉21⽇

札幌と新潟の光熱費⽐較について
2019年10⽉21⽇

ブランディングを成功させるカギはCX︕
2019年10⽉20⽇

▼ もっと⾒る

「チカラボ」から ▼ もっと⾒る

住宅製品ガイド

今欲しい情報をご案内します︕
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アクセスランキング

本⽇ 週間 ⽉間

東京ガス、従来機より６割も⼩
さい「エネファームミニ」を発
売

ＹＫＫＡＰ、ほとんどの窓に後
付けできる窓シャッター発売 
台⾵対策にも

⼀級建築⼠試験「設計製図の試
験」、⼀部地域で２時間繰り下
げ実施 台⾵１９号影響で

ナビット、台⾵１９号の被災者
が受給できる助成⾦・補助⾦情
報速報を開始

ハイアスの連結⼦会社が設⽴１
年で年間５０棟の受注にめど

新建ハウジングのセミナー

新建ハウジング・セミナーガ
イド

1

2

3

4

5

今欲しい情報をご案内します︕
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住宅産業⼤予測フォーラム
2020

サキガケ／⼯務店ミライセッ
ション2019

▼ もっと⾒る

編集部から

【新建ハウジングちょっと読
み・１０⽉２０⽇号】求めら
れる「⼯務店ＢＣＰ」 速
や...

住宅産業⼤予測フォーラム
2020

▼ もっと⾒る

直近のイベント

2019年10⽉22⽇

ＤＩＹマイスター資格認
定講座 (1:00 PM)

2019年10⽉23⽇

⾃⽴循環型住宅設計講習
会 改修版・新築版（温暖
地版） (10:00 AM)

今だから考える︕「⼯務
店にとっての働き⽅改⾰
とは︖」 (1:30 PM)

今欲しい情報をご案内します︕
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新建ハウジング
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