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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
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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

株式会社ユニバーサルスペース

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

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。累計⼯事実績40,000件超、2018年度

「LIFULL HOME'S PRESS」
⼈気記事ランキング

06月26⽇（ ⽔ ）にアクセスが多か
った記事はこちら

いつ、どこからやってく
る？⼩さくても不快指数絶
⼤︕住まいの天敵・コバ
エ…

2019年の⼲支は「⼰
亥」。落とし⽳に落ちる？
落ちない？⼭頭⽕も好ん
だ…

なぜ「夏越の祓」で茅の輪
潜りをするのか？蛇神の形
代を使う摩訶不思議な神…

【元⼤手銀⾏の支店⻑に聞
く①】住宅ローン破綻率が
⾼いのは年収○○○？

住宅ローン金利の動向と今
後の⾒通し。世界的に金利
引き下げの動きが広がり…

マンションの寿命はどれく
らい？ 中古マンションを買
ったら何年住めるのか

引越し時の挨拶、する？し
ない？3割の⼈が引越しの
挨拶をしない理由

⾸都圏で中古が新築より売
れるマンション逆転現象。
新築中⼼だった市場に本…

多額のお金が動く住宅の売
却。そのとき税金はいくら
くらいかかるのか

⼟はゴミとして出せない。
ガーデニングで困る使⽤後
の正しい⼟の処理⽅法
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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。

⼟地

注⽂住宅

リノベーション

不動産投資

売却査定

空き家バンク

編集部からのお知らせ

LIFULL HOME'S総研　調査
レポート『住宅幸福論 
Episod…
05月16⽇ 15時13分

5周年の御礼とご挨拶
09月12⽇ 12時00分

LIFULL HOME'S総研　調査
レポート「住宅幸福論 
Episod…
04月23⽇ 11時20分

すべて⾒る

本サイトについて

LIFULL HOME'S PRESS
とは

お問合せ窓⼝

オピニオンリーダー・ライ
ター紹介

公式アカウント
LIFULL HOME'S PRESSからのおす
すめ記事や住まいに関するお役⽴ち
情報などをお届け︕

twitter

Facebook



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、
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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

詳細はこちら

プレスリリース提供元︓＠Press

2019年 06月25⽇ 09時30分
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賃貸 ( 賃貸マンション / アパート / 賃貸⼀戸建て ) マンション ( 新築マンション / 中古マンション ) 
⼀戸建て ( 新築⼀戸建て / 中古⼀戸建て ) ⼟地 注⽂住宅 リノベーション 不動産投資 売却査定

「借りる」のオススメ記事

学生たちのフレッシュなアイデアで
「⼤阪の魅⼒」を居住空間に︕〜レオ
パレス21×⼤阪モード学園×サンゲ…

シングルマザー向けシェアハウス
MANA HOUSE上用賀は⾷と地域との
繋がりが特徴

空き家を減らす⽅法 〜 42/1742、始
まったばかりの取組みへの評価

北九州・⾺寄団地解体を前に開かれた
「団地解剖ミュージアム」。⽇本住宅
史に残る間取り「51Ｃ」を⾒る

「買う」のオススメ記事

消費増税10％に併せて実施が予定され
ている「次世代住宅ポイント」ってな
に︖

喪主の約半数が、葬儀において「後悔
あり」。葬儀情報・知識のリテラシー
が満⾜度を左右する

最⼤30万円の「すまい給付⾦」。対象
条件は買う前からチェックしておこ
う︕

鎌倉で古⺠家という希少な条件を移築
で実現。コミュニティも意図した⻄御
門プロジェクト

「改築・改装する」のオススメ記事
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祭りで有名な愛知県津島市初のゲスト
ハウスは観光客滞在への第⼀歩。にぎ
わい創りの⼀手となるか︖

仏壇を置く向きは︖中に祀る仏具の意
味や歴史、DIYでもできる省スペース
仏壇

バリアフリー新法が⼀部改正。東京
2020⼤会開催に向けたまちづくり

⼤阪築港⾚レンガ倉庫。100年近い歴
史の建物は、現在クラシックカーミュ
ージアムに

⼈気記事キーワード

住宅市場動向 リノベーション 設計 建物 基礎知識 街の歴史 コミュニケーション 暮らし⽅
街づくり 地域活性化 ⾼齢化 建築物 愛知県 コミュニティ 住居 東京都 住宅設備 ⼤阪府
建物の歴史 空き家 災害


