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本アワードのポスター

⾼齢化社会の暮らしを豊かに・⼿すりやスロープ
などユニバーサルデザイン公募『デザインアワー
ド』当社初開催　⾼齢者疑似体験や介護リフォー
ムセミナーも予定

2019.6.25

　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、
『第1回 介護の視点から暮らしをイノベ
ーションするデザインアワード』を開催
します。

　画像1: 

https://www.atpress.ne.jp/releases/186930/LL_img_186930_1.jpg
本アワードのポスター

　本アワードでは、「⾼齢化社会の暮らしを豊かにする」をキーワードにデザイ
ンアイデアを募集します。これは才能ある学⽣やデザイナーと出会い、応援、コ
ラボレーションを⽬的としたコンペティションで、当社初の取り組みです。

　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61店舗まで拡大しています。累計工事
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本塁打も犠打も…圧倒的なソフトバンク

⿃⾕どうする？阪神リーグＶへ課題山積
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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』で経済産業大臣賞、2019年2月には『かながわビジネス
オーディション2019』にて申請企業140社中の最⾼峰の神奈川県知事賞を受賞し
ています。

　■介護リフォームの⼒で⾼齢化社会にイノベーションを
意匠⼒のある商品の開発を目論む
⾼齢化社会を突き進む⽇本において、段差解消や手すり取り付けなどの介護やバ
リアフリーのリフォームニーズが急速に⾼まっています。⼈生100年時代と⾔われ
る中、今後さらに住環境や生活習慣などに合わせた家づくりは必要になっていき
ます。
当社では手すりの段差解消や、ドアを引き戸に交換するなどの介護リフォーム事
業を展開しており、特にニーズの⾼い手すりは自社製品開発も手掛けています。
しかし「介護知識や施工の技術⼒はあるが、意匠⼒はない・・・」という課題が
あったため、今回、発想豊かな学生やデザイナーたちに、⾼齢化社会の暮らしを
豊かにする手すり、スロープ、床素材などのデザインアイデアを募集することに
しました。

　■優秀なデザインは商品化も検討
介護リフォームセミナーを開催し知⾒を広げる機会も
今回、「歩行空間におけるユニバーサルデザイン」をテーマにして公募します。
応募資格は⼀切の制限を設けず広く作品を募ります。大学のデザイン学科の教授
や建築家を審査員に迎えます。アワード形式で表彰を行い、最優秀者には賞金10
万円を授与し、優れたデザインには商品化も検討する考えです。
本アワードのポスター
また、より良いアワードにするために、本アワード参加希望者には、介護リフォ
ームの知⾒を広げてもらうための「介護リフォームセミナー」や「⾼齢者疑似体
験」を東京都内で8月に開催する予定です。

　引き続き当社は、本アワードをはじめとする介護リフォームの理解促進につな
がる取り組みを積極的におこなっていきます。

　【デザインアワードの概要】
名称 ：『第1回 介護の視点から暮らしをイノベーションするデザインアワード』
テーマ：歩行空間におけるユニバーサルデザイン

　内容：バリアフリーのために、手摺が用意され、点字ブロックが誘導し、段差
にはスロープが設けられ、さらに大きな上下移動には、エスカレーターやエレベ
ーターが設備されます。それぞれが様々なハンディキャップを抱えている中で移
動は生活と生存に欠かせない事象です。その様々な場⾯で、ユニバーサルデザイ
ンが求められています。今回のコンペティションは、そのようなユニバーサルデ
ザインを公募します。また、この応募期間に本アワードに参加希望の⽅に、介護
リフォームの知⾒を広げて もらう「介護リフォームセミナー」や「⾼齢者疑似体
験」を東京都内で8月に開催予定です。

　審査基準：・テーマに沿ったデザイン提案であること
・新規性、オリジナリティがあること
・私たちの生活をより豊かにし、喜びあふれるものにすること
・アイデアレベルから実施設計レベルまで幅広く叡智を求めます

　審査員：・丸谷 博男(建築家、エコハウス研究会代表理事、⼀般社団法⼈
ARTISAN⽇本代表理事)
・若原 ⼀貴(建築家、⽇本大学芸術学部デザイン学科准教授)
・⽯⽥ 純之助(建築家、⽇本大学芸術学部デザイン学科准教授)
・遠藤 哉(株式会社ユニバーサルスペース代表取締役)

　応募資格：⼀般・社会⼈、学生、⾼校生、デザイナーなど⼀切資格を問いませ
ん。
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1 ⽌まらない“円⾼地獄”の
深刻度　１ドル＝９０円
台まで加速も？

2 「すしざんまい」危うし!?　東京進出
する「スシロー」が蹴散ら…

3 【経済快説】年金問題は参院選のテー
マになり得ない！？　現状を…

4 「物⾔う株主」が真意激⽩！　⽇産株
主総会で動議、取締役会議⻑…

5 【経営者目線】議員生活最後に“パンド
ラの箱”…年金制度は⼀度…

告知 新聞記者の講師派遣サービスを開始

告知 ＤＶＤ「実録・夕刊フジ」発売中！

総合オピニオンサイト

元教授手記、東京福祉大
「消えた留学生」の元凶を
暴く

「闇営業」保身に走る吉本
興業の矛盾

自衛隊はどれほど強いのか

枝野さん「デフレ自慢」なんておやめなさい

「⽇経記者はAV女優だった！」 私が受けた
⽂春砲の洗礼

なぜレイプ事件が「不起訴」になるのか、そ
の理由をすべて説く

社会が知らない「最貧困女子」の実態

サンフランシスコ、電子たばこの販売禁⽌
へ　⽶国初（BBCニュース）
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【永⽥町・霞が関インサイド】Ｇ２０⽶中⾸
脳会談に英独が加勢？　欧州も中国の脅威に
大きな危機感…「ファーウェイ排除」容認か

【ニュースの核⼼】「増税延期」絶好のチャ
ンス逃した野党　党⾸討論も貿易戦争、イラ
ン情勢の質問なし

Ｇ２０で⽶中⾸脳会談へ　トランプ⽒がツイ
ッターで表明



　賞／賞品：最優秀賞 1点 10万円
優秀賞 2点 5万円
佳作 3点 1万円

　提出物：プレゼンテーションシートA3⽚⾯2枚以内
下記内容を自由に表現
作品タイトル・コンセプト⽂
作品イメージ(写真・イラスト・CG・図⾯など)

　スケジュール：受付 8月1⽇〜15⽇
作品応募 8月1⽇〜25⽇
審査 9月初旬
結果発表 9月13⽇
授賞式 9月29⽇(東京にて開催)
応募⽅法 ：WEBサイト(本アワード用の特別サイトからエントリー)
https://universalspace.jp/

　主催：株式会社ユニバーサルスペース
協賛：株式会社⼩泉神奈川、株式会社進正電、リ・プロダクツ株式会社

　問い合わせ： info@universalspace.jp

　【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61店舗 (直営店は4店舗)
(岩手県1店舗、東京都11店舗、神奈川県8店舗、埼⽟県8店舗、
群馬県2店舗、茨城県1店舗、栃木県1店舗、千葉県3店舗、愛知県4店舗、
岐⾩県1店舗、静岡県3店舗、大阪府5店舗、兵庫県1店舗、福井県1店舗、
富山県1店舗、⽯川県1店舗、広島県2店舗、福岡県1店舗、大分県2店舗)

　URL： https://kaigor.com/

　工事実績：40,000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
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「香港デモ」⽇本はもっと報道
すべきだ！　「東洋の真珠」を
情報統制された監視社会にして

もいいのか 

壇蜜のもっとハァハァしてる？
ぼんやりしてるようですが、匂
いには敏感なんです… 
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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。 



　【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 ： 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町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 ： 30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

本コーナーに掲載しているプレスリリースは、@Press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。 

ツイート

プレスリリース詳細へ 提供：@Press
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年金＆消費増税ショック…内閣＆⾃⺠党⽀持率急落！　ＮＨＫ世論調査で驚愕データ　識者
「参院選前に有権者がお灸をすえた」

幸福実現党・釈量⼦党首、参院選出馬を表明　「消費税を５％に減税、バラマキ政治に終⽌
符」

【トップ近況】「１０⽉の消費税増税はプラスに」　コーセー・⼩林⼀俊社⻑

【お金は知っている】また繰り返すのか…消費税増税は経済失政！　政官は引きこもり中⾼
年１００万⼈のうめきを真摯に受け⽌めよ

【ニッポン放送・飯⽥浩司のそこまで⾔うか！】第２の「就職氷河期世代」を⽣み出す
な！　景気を冷やす消費税増税は凍結すべき

今、あなたにオススメ

岩崎良美、産婦⼈科医と離婚　
週刊⽂春報道

【週刊ＢＳマップ】今では⾒ら
れぬ度肝を抜かれる内容！　Ｂ
Ｓ１２「傷だらけの天使」

【ケント・ギルバート　ニッポ
ンの新常識】「香港デモ」⽇本
はもっと報道すべきだ！　「…

【⼈事】フジミック役員 【新・兜町ＩＮＳＩＤＥ】⽇銀追加緩和　市場
でささやかれる「３点固定⽅式」
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闇営業で芸⼈１１⼈謹慎処分　宮迫さんら金銭
受領認める

年収3万円の元お笑い芸⼈が株式投資で資産1億
円になれた理由 vol.1
SODATTE by ⼤和証券

PR

【艶グラドル】⽚⼭萌美、透き通る“曲線ライ
ン”を⾒て！

⼀生に⼀度の検査で、がんの遺伝的傾向を調べ
る
ユーグレナ

PR

【芸能ニュース舞台裏】奇跡の
６３歳！　いまだアイドル時代
の⾯影残す郷ひろみ

持病があっても⼊れる⼈気医療
保険とは？
pr.healthinsurance-jp.com

PR

ソフトバンクの⼤学で「バレず
に＆こっそり」⼤卒資格!?職場
に内緒で転職準備
サイバー⼤学 on CROSSLABO

PR

英語がペラっペラに!?「81⽂だ
け暗記」するだけの勉強法
ウェンズデー

PR

【芸能ニュース舞台裏】吉岡⾥
帆がみせた意外な度胸　キスマ
イ⽟森裕太は終始ビビりまくり

【酒井千佳の気分は明朗快晴】
運動会「春開催」が増えている
ワケ　気温が上がるとできる…


