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今⽇のニュース

学⽣やデザイナーとコラボ 意匠⼒ある介護リフォームを…

介護保険対象の5種類 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
ある介護リフォームを追求 第2回『デザインアワード』
10⽉26⽇より再募集
2020年10⽉26⽇ 11:00

0

ツイート

いいね︕ 0

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、
10⽉25⽇で締め切った第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26⽇より再募集を開始します。
画像1:
https://www.atpress.ne.jp/releases/
231999/LL_img_231999_1.jpg
第2回デザインアワード チラシ(1)
第2回デザインアワード

総合

チラシ(1)

本アワードでは、「⾼齢化社会の暮らし
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【漫画】不審者に遭遇…
A君へ助けを求めるも
「なんで来たの︖」【⾸
輪が外れるその⽇まで
Vol.3】

2

【漫画】元彼との軟禁⽣
活がスタート 掃除中に
信じられない⾏動が【⾸
輪が外れるその⽇まで
Vol.4】

3

【漫画】彼から放たれる
キツイ⾔葉 そして遂に
あの⽇が訪れる【⾸輪が
外れるその⽇まで
Vol.2】

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。10⽉1⽇から25⽇で受付・募
集をおこないましたが、募集期間が短か
ったため11⽉18⽇(⽔)まで再募集する運
びとなりました。
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、関東を中⼼に北は北海道、南は⿅児島県まで全国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
https://www.excite.co.jp/news/article/Atpress_231999/
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⼿すりや段差解消・・・ユニバーサルデザインを公募

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

学⽣やデザイナーとコラボ
広告

意匠⼒ある介護リフ…

うそ、まるで秘密基地
ヘーベルハウス

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
55,000件を超えています。
【次のページ】■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…
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【漫画】軟禁⽣活から逃
げることを決意 しかし
⾒つかってしまい…【⾸

5

輪が外れるその⽇まで
Vol.5】

5

太⽥光の裏⼝⼊学裁判
新潮社に440万円賠償命
令

あわせて読みたい

6

「バリアフリー・ユニ
バーサルデザイン推進
功労者表彰」にて内閣
府特命担当⼤⾂表彰…

「令和２年度バリアフ
リー・ユニバーサルデ
ザイン推進功労者表
彰」にて⼤⼿⺠鉄初…

デジタルハリウッド
（専⾨スクール）と美
術⼿帖による『キャリ
アデザイン・プロジ…

デザイナー・クリエイ
ターの多様な働き⽅を
紹介。「美術⼿帖」と
デジタルハリウッド…

プロダクトデザイナー
ユニット
idontknow.tokyoと知
育絵本の⼾⽥デザイ…

【イベント開催報告】
デザイン思考を⼿に⼊
れるイベント「できる
かもデザイン」第⼀…

武蔵野学芸専⾨学校⾼
等課程の産学連携プロ
ジェクトで、⼤⽇本印
刷のデザイナーが講…

「モリサワUDフォン
ト×
ShareWith(R)」“ユニ
バーサルデザイン”…

【漫画】⾃慢の彼⽒だっ
たA君…誕⽣⽇に告げら
れた恐ろしい⼀⾔【⾸輪
が外れるその⽇まで
Vol.1】

7

元ドロンズの⼤島直也さ
ん 脳梗塞から⽣還後は
「ミニ四駆のユーチュー
バー」に

＠Pressの記事をもっと⾒る
8

伊藤沙莉 M1出場の兄

9

豪シドニーのクラスター
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に「かっこよかったよオ
ズワルド︕」

特集・インタビュー

NEW

太⽥光報道 新潮社に賠償命令

がさらに感染者増加 航
空便キャンセルも

シドニーの集団感染 ⼈数増加
悪酔いせず 効⽤得る飲酒⽅法
キリン⼀番搾り ⽀持する理由

PR

最⼤20万円 社内で禁煙進める
ドコモ完全⼦会社化 NTT旨み?

NEW

M-1に兄 伊藤沙莉がツイート

脳梗塞から11カ⽉ ⽣還後は

M-1の視聴率 関⻄で29%超える

10

A・グランデ SNSで婚約を発表

1億円超脱税容疑で不妊治療医院⻑ら告発
東京国税局

今⽇の主要ニュース

コメントランキング

もっと読む
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 意匠⼒ある介護リフォームを追求 第2回 『デザ
インアワード』 10⽉26⽇より再募集
2020/10/26 (⽉) 11:00 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 意匠⼒ある介護リフォームを追求 第2回 『デザインアワード』 10⽉26⽇より再
募集。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、10⽉25⽇で締め切った第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...

介護保険対象の5種

ランキングをもっと⾒る

⼿すりや段差解消

https://www.excite.co.jp/news/article/Atpress_231999/

ユニバーサルデザインを公募 学⽣や

1

菅総理答弁破綻状態
追及続く

⽇本学術会議問題

128

2

【速報】東京の新たな感
染者352⼈
50

3

⽊村拓哉“クセの強い”⾔
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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

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
2020/10/01 (⽊) 11:30 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。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...

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 ⾼齢化社会の暮
らし豊かに 第2回『デザインアワード』10⽉1⽇より募
集開始
2020/10/01 (⽊) 11:30 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...

意匠⼒ある介護リフ…

い間違いにツッコミ殺到
「バッフェ」とは⼀体…
44

4

⽊村拓哉を全⼒で持ち上
げるフジテレビ 狙いは
やっぱり『HERO』続編
か
38

5

唐⽥えりか、カメラ誌で
新連載 不倫報道から11
ヶ⽉
35

コメントランキングをもっと⾒る
2020年10⽉26⽇のリリース記事

今、あなたにオススメ
旦那「もうトイレ⾏くな︕」41kg妻が毎朝ドバドバッと脂肪
を放出して家族唖然

キーワード⼀覧

AD（HEALTHUP oN 楽らくダイエット）

夫「もうトイレ⾏くな︕」腸から脂肪を出す裏技とは︖

このカテゴリーについて
注⽬の最新リリース情報など、競合他社の動向
が分かるビジネスパーソン必⾒の最新ニュース
を写真付きでお届けします。

AD（バッカス）

旦那「もうトイレ⾏くな︕」41kg妻が毎朝ドバドバと脂肪を
放出して家族騒然
AD（healthUP ON ラクラクだいえっと）

NHK『せかほし』奇跡のニュース速報「鈴⽊亮平と三浦春⾺
さん」の⽇本愛に沸く

通知（Web Push）について
Web Pushは、エキサイトニュースを開いてい
ない状態でも、事件事故などの速報ニュースや
読まれている芸能トピックなど、関⼼の⾼い話
題をお届けする機能です。 登録⽅法や通知を
解除する⽅法はこちら。

2020年12⽉19⽇

ドコモ2980円新プランにみるNTT「⼤逆転の野望」。時価総
額世界1位だった過去も
2020年12⽉21⽇

⽩髪が多い⼈は「お⾵呂上がりにあるコトをしていない」
SNSで話題︕
AD（プルチャーム）

【湘南】元フットサル⽇本代表の久光重貴さんが３９歳で死
去 １３年から肺がん闘病
2020年12⽉20⽇

『M-1』コロナ禍でも笑い届ける

10組のネタに感じた漫才
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の多様性
2020年12⽉21⽇

爆笑問題・太⽥光“裏⼝⼊学”裁判
命令「名誉毀損⾏為に該当」

新潮社に４４０万円賠償

2020年12⽉21⽇

スッキリ×NiziU、3⽇連続95分特番
ロ“イッキ⾒”

メンバーと⼀緒に虹プ

2020年12⽉21⽇

【漫画】⼦育てに追われる⽇々…会社を辞めてしまえば楽に
なる︖【できたら会社を辞めたくて Vol.1】
2020年12⽉19⽇

全主婦が号泣。実は⽩髪が⽣える原因は「シャンプー後にあ
るコトをしていない」から
AD（プルチャーム）

ちくのう症・副⿐腔炎に毎⾷間のこれ1包で︕漢⽅から学ん
だ独⾃配合とは…
AD（源平製薬）

「アジアで最も美しい顔ランキング」⽇本⼈美⼥がトップ3
⼊りの快挙
AD（NewSphere）

夫「もうトイレ⾏くな︕」42kg妻が毎朝ドバババッと脂肪を
放出して家族騒然
AD（HEALThup oN 楽らくダイエット）

【漫画】会社を辞めたいのは育児が理由︖本当の原因を探る
ことに【できたら会社を辞めたくて Vol.2】
2020年12⽉20⽇

「照明の2020年問題」から、今年は管球・電球ではなく
「LEDシーリング」を
2020年12⽉19⽇

豪シドニーのクラスター、さらに感染者増加
セル

航空便キャン

2020年12⽉21⽇

韓国⼈に⽬元だるだるがない理由︕⽇本⼥性がゼッタイしな
い寝る前のある習慣が話題
AD（しろ彩）

「タバコいらんくなった︕ウマすぎ」ニコチン、臭い0の新
タバコで6万節約
AD（ロックビル37）
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スーパーを⾒て分かった「⽇本の⾷品が世界⼀安全な理由」

2020年12⽉20⽇

⼀時は⾞いす⽣活も。4年かけ56kg減量した鈴⽊沙織さんの
挑戦
2020年12⽉18⽇

藤井聡太２冠は来春以降も愛知を拠点に…宮崎美⼦との“２０
２０ピカピカ対談”で「残ります」
2020年12⽉21⽇

伊藤沙莉、M-1出場の兄に「かっこよかったよオズワル
ド︕」
2020年12⽉21⽇

『ワンピース』作者、『⻤滅の刃』⼈気に⾔及「スゴかった
ですねー」「⾒事すぎる」
2020年12⽉20⽇

2020年の冬⾄は12⽉21⽇︕カボチャと柚⼦湯の習慣、始ま
りは江⼾っ⼦たちのダジャレから︖
2020年12⽉20⽇

イタリアでもコロナ変異種＝強い感染⼒、欧州警戒

2020年12⽉21⽇
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