
2020/10/7 介護保険対象の5種 ⼿すりや段差解消 ユニバーサルデザインを公募 学⽣やデザイナーとコラボ 意匠⼒ある商品を追求 介護…

https://www.zakzak.co.jp/eco/news/201001/prl2010010237-n1.html 1/8

検索

   

     

介護保険対象の5種 ⼿すりや段差解消 ユニバ
ーサルデザインを公募 学⽣やデザイナーとコラ
ボ 意匠⼒ある商品を追求 介護リフォームの理
解促進を 第2回『デザインアワード』10⽉1⽇よ
り募集開始

2020.10.1

 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2回デザインアワード『安⼼・安
全な住み良い家づくりにつながるユニバ
ーサルデザイン』を10⽉1⽇より募集し
ます。

 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
ションです。
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⾃宅でWebデザイン習得

説明会

 当社は介護リフォームのフランチャイ
ズチェーン『介護リフォーム本舗』を運
営し、関東を中⼼に北は岩⼿県、南は⼤
分県まで全国93店舗まで拡⼤。「⼿間が
かかる」「単価が安い」と建設業者に後
回しにされがちな介護リフォームを、業
界では初めて効率化・システム化するこ
とに成功し、2013年にフランチャイズ展
開を開始。単価が低くても収益につなげ
られるビジネスモデルを構築し、2016年
には経済産業省の「先進的なリフォーム
事業者表彰」にも選出されました。⼯事
実績は54,000件を超えています。

 【画像 https://www.dreamnews.jp/?
action_Image=1&p=0000223303&id=bodyimage1】

 ■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、⼿すりの取付や段差解消などの介護やバ
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。

 当社では⼿すりの取付、段差解消、ドアを引き⼾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、昨年、⾼齢化社会の暮らしを豊かにするデザインアイデアを
発想豊かな学⽣やデザイナーたちに向けて募集するデザインアワードを初開催。
北海道から沖縄まで16歳〜52歳の幅広い年齢層から18名のエントリーがあり、
様々なデザインアイデアが提案されました。

 【画像 https://www.dreamnews.jp/?
action_Image=1&p=0000223303&id=bodyimage2】

 ■介護保険対象5種のデザインを募集 11⽉11⽇ 介護の⽇に結果発表

 2回⽬となる本アワードでは介護保険の対象となる「⼿すりの取付」「段差解
消」「床材変更」「扉の交換」「洋式便器への交換」の5種類にテーマを絞り、⾼
齢者、家族、介護者らがほっと笑顔になれるデザインアイデアを募集します。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、理学療法⼠を審査員に迎えます。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。

 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。

 【第2回デザインアワードの概要】

 テーマ ：『安⼼・安全な住み良い家づくりにつながるユニバーサルデザイン』

 内容：介護保険の対象となる「⼿すりの取付」「段差解消」「床材変更」「扉
の交換」「洋式便器への交換」の5種類にテーマを絞り⾼齢者、家族、介護者のみ
んながほっと笑顔になれるデザインアイデアを募集。

 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
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 ・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）

 ・加島守（⾼齢者⽣活福祉研究所 理学療法⼠ 所⻑）

 ・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。

 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  10⽉1⽇〜25⽇

 作品応募  10⽉1⽇〜25⽇

 審査  11⽉初旬

 結果発表  11/11（介護の⽇）

 ※後⽇、オンラインによる授賞式も予定

 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

 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、

「報道しない⾃由」が北朝鮮をつけ上
がらせた

巨⼈アマゾンの罠にまんまとハマった
ヤマト運輸の「豊作貧乏」

「世界を侵略する」⽇本固有の⽣物は
こんなにいた！

ユーチューバーがつまらなくなった

解放のため「どんなリスクも冒す」 
中国に逮捕された⾹港⼈活動家の家族
（BBCニュース）

今注⽬の特集

特集⼀覧へ

ピックアップ連載

ニュースの核⼼
トランプ⽒とバイデン⽒、中国
と戦える「最⾼司令官」はどっ
ちか

織⽥哲郎 あれからこれから
中島みゆきさんはこの世の無常
すら慈しむ唯⼀無⼆の巫⼥であ
る

ぼくらの90年代⾳楽論 30年前の
「⾳楽」の「普通」
⼤⾕能⽣×速⽔健朗・対談を終
えて 90年代は「リヴァイヴ
ァル」の時代だった

連載⼀覧へ

最新情報を受け取ろう

 RSS   サイトマップ

菅新政権誕⽣へ菅新政権誕⽣へ

「明確な違法⾏為。気に⼊らぬ者排除、間違
った⺠主主義だ」 ⽴憲・枝野⽒が菅⾸相の
⽇本学術会議対応を批判

菅⾸相は「学術会議の問題点」正々堂々と説
明するべきだ ⼋幡和郎⽒緊急寄稿 中国
「千⼈計画」に協⼒！？

【⽇本の選択】菅⾸相に求めたい解散総選挙
の決断 ⽇本国憲法に「⾸相の専権事項」の
明記なし

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。
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 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/

 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/

 TEL ：045-392-6015

https://kaigor.com/
https://universalspace.jp/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst7_1cb3WVlMqpaOD7VZVvDIdk7UkG5mftR8CMWY5aHPecWPelXbgRUTvxqlWify6v6FugkSdg2GoG7YVEulFovRSbvfqboVtBZtNEOcdrw1i4Lea7Z_9tj-Gzss_R1MPodSY8DyIVM_yRjYBzcwFo2G8PmzPhmp2FBPwIktWl5gHPyO_qjI3LNH7i21oERF70VfWc&sig=Cg0ArKJSzJzFVCdu3X2g&urlfix=1&adurl=https://statsf-tm.everesttech.net/stats/1/ct%3FcpKey%3DX5vXn2MtPL5No4dI5VIq%26mpKey%3DojOfNmvDUcvctlF4OvSU%26adKey%3D0uc7mokRq44Jy9rTkWCb%26sessId%3D007b0f0211f5d74a5-5-2-1600851452816781.1%26seller_id%3D9630%26psId%3DBVocrNMfTAdn81fxwsOC%26sId%3D0%26dur%3D0%26date%3D%26auth%3D%26did%3DXtnSewAAAHquWwFU%26didtype%3DEVEREST_COOKIE_ID%26stch_id%3DXtnSewAAAHquWwFU%26conn%3Dunknown%26env%3Dsite%26bi%3DB09ejLALGD_vchSX9UjfOabbktpl6eN6FELlJcwm2kljIANdQgWGlh5elbc83lgKy_m_rOd3_-_lhuyeBPlliJhyBD_5_u7arbr9Bx4PdcSp8SIJCka4ZdWHnFoN6ZEskqotn8NzY6B1SIEbr-Ekf3lGoh7vhH3r3lDqpDAzqeeZh_dDjeXNSkkjvHlNm7Z6va7kHtk6Md_kieHXA8cWhOKRXCDjnXhvIney5tlwdSAe-1sXAmzbQhncpsrt8KO_sUwOVEMpmk2e5gGavmpQZKM4g%26PG%3DF%26s%3DH4sIAAAAAAAAAAEQAe_-eQKA26Ussy276W3k0hxDELEVC2mTO1CA3IYA4vePN5PIpsD5v65gr8jbAMAJBQhSxyObzf81CPBPku--Rg_OMR5NV2l-_KrYtQMc72tC8MC58G3K7v_LwKtMibYFLbEcjAjOIwoy0VDWGhSeWLyR3z-zBzvzj_kOkiuFCttIJPqw5zmx3FyGm8oHM7tau_ZkEri4pMIkgJFmNLM9mI_cVQI5SRF44GHBjAJAjbI1gajEmLWqAVBlBlsyG3V9wsA52-EkBgrfnSC8L2AQjhsVBMUKhkDB2rSiFJXvnWWZHBDiOzgs4EtshFihbn3tNl2ALZ-4IaFi46MoQd6aQdVab2r0MmNYiBtrEsz7l4jqla4dU9C4EAEAAA%26redir%3Dhttps://www.servicenow.co.jp/lpwhp/nbo_jbs.html%253FCAMPID%253D23609%2526cid%253Dd:dg:itsm:Adobe:Q120:csm-jbs-case-study:134:SN%2526cmcid%253D24447061%2526cmpid%253D278556400%2526cmaid%253D472603037%2526cmrid%253D135414267%2526dclid%253D%2525edclid!
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 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

 ＜本件に関する問い合わせ先＞

 ユニバーサルスペース広報事務局 担当：杉村（携帯：070-1389-0175）

 TEL:03-5411-0066 FAX:03-3401-7788 E-mail：pr@netamoto.co.jp

本コーナーに掲載しているプレスリリースは、「ドリームニュース」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。
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消費増税  マンション業界の秘密  ⽶中貿易戦争  サラリーマンサバイバル術

【お⾦は知っている】菅政権“消費税減税なし”で賃⾦と雇⽤の好転は不可能だ

【⽇本の解き⽅】菅⽒と財務省とせめぎ合い続く 消費税に頼る⽇本のいびつな社会保障制
度

菅⽒“消費税増税”発⾔の真意 ⾼橋洋⼀⽒「財務省が巻き返している…ただ衆院選で豹変
も」

【ニッポン放送・飯⽥浩司のそこまで⾔うか！】財政健全化より経済再⽣が重要 ３候補が
否定的な「消費税減税」も有⼒な⼿段

【お⾦は知っている】ポスト安倍のリーダーが「アベノミクス」の再⽣をうたうなら…「消
費税減税」から始めよ

今、あなたにオススメ

【芸能ニュース舞台裏】意外な
反響呼ぶ⽮崎滋の“余⽣” 東北
地⽅で⽉１５万円ホテル暮らし

⽯原さとみ「結婚」のビッグサ
プライズ！ 残る“ホリプロ看板
娘”も続くか

外国企業１７３社、韓国から
次々逃げ出し！ 「反⽇」被害
の⽇本企業のほか、⽶中ドイ…

３００社以上出展、無料閲覧 ２０⽇から「オン
ライン家電⾒本市」 ２０万⼈が来場へ

【住まいの処⽅箋】これから地⽅移住（４） 物
価が安い地⽅に移住すれば出費は抑えられる？
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