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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

旬のトピック、最新ニュースのマピオンニュース。地図の確認も。

意匠⼒ある介護リフ…
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2回『デザインアワード』10⽉26⽇より再募集

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
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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時00分 / 提供︓@Press

介護向け住宅リフォーム事業を⾏う
ニバーサルスペース(本社︓

株式会社ユ

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:

介護請求
ソフト・
SuisuiRemon
ads.suisuiremon.com

面倒な国保連請求も簡単
作成
現場の管理者・スタッフ
の声を聴き、試行錯誤の
「かゆいところに手が
届くソフト」です

https://www.atpress.ne.jp/releases/231999/LL_img_231999_1.jpg

開く

第2回デザインアワード チラシ(1)
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。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。

地図を探す
今すぐ地図を⾒る

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55,000件を超え
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

⽇本地図

住所検索

駅・路線図

郵便番号

地図サービス
キョリ測

乗換案内

ドライブルート

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
https://www.mapion.co.jp/news/release/ap231999-all/
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意匠⼒ある介護リフ…

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

年収500万円で
アパート経営

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2: https://www.atpress.ne.jp/releases/231999/LL_img_231999_3.jpg
第1回 最優秀賞作品
■介護保険対象5種類のデザインを募集

アパート経営で失敗
する３つの理由と対策
を大公開

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。

コンテンツ
電話帳

天気予報

観光マップ

季節特集

住まい探し

ビューティ

ホテル・旅⾏

ニュース

電話帳

＜審査基準＞
・テーマに沿ったデザイン提案であること

グルメ

ショッピング

・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

エンターテインメント

スポーツ･レジャー

・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

宿泊施設・旅⾏

観光･温泉

ドライブ・カー⽤品

美容･健康･ヘルスケア

・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

⾦融・保険・証券

不動産・引越し

事)

⽣活サービス

学校･習い事

交通

季節のイベント・スポ
ット

⾃然スポット

公共施設

＜応募資格＞

官公庁

その他施設

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。

ビジネス・企業間取引

建物名・ビル名

・新規性、オリジナリティがあること

＜審査員＞

・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)

＜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
https://www.mapion.co.jp/news/release/ap231999-all/

その他

ニュース 注⽬トピックス
さかなクンが感動したすみだ⽔
族館の⼯夫
コロナ禍で"のぞみ12本ダイ
ヤ"を設定する理由
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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

作品タイトル・コンセプト⽂

学⽣やデザイナーとコラボ

意匠⼒ある介護リフ…

伊東温泉のホステルが2泊⽬無
料の特別プラン

作品イメージ(写真・イラスト・CG・図⾯など)
＜スケジュール＞

JR九州、HKT48と九州推しプ
ロジェクト

受付 ︓ 10⽉1⽇(⽕)〜11⽉18⽇(⽔)
作品応募︓ 10⽉1⽇(⽕)〜11⽉18⽇(⽔)
審査⽇ ︓ 11⽉26⽇(⽊)
結果発表︓ 11⽉27⽇(⾦)
授賞式 ︓ 12⽉3⽇(⽊)Zoom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/competition/

介護事業を無料査定
介護報酬改定前に事業価値を査定し
てみませんか︖市場価値を知る事が
未来への道し…
介護M&A⽀援センター
Yahoo! JAPAN広告

＜主催＞
株式会社ユニバーサルスペース

ケアプラン
作成が楽に
なりました

＜協賛＞
株式会社⼩泉

神奈川

＜問い合わせ＞
info@universalspace.jp

mapsfornursingcare.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、

埼⽟県11店舗、

東京都22店舗、

群⾺県2店舗、

茨城県1店舗、

神奈川県12店舗、
栃⽊県2店舗、

千葉県9店舗、

愛知県4店舗、

三重県1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)

居宅におすすめのソフト
です
ケアプラン作成業務は
介護ソフトでここまで
変わる！今すぐ事例をご
確認ください。

URL ︓ https://kaigor.com/
⼯事実績︓ 55,000件
2013年度 3,700件 / 2014年度 4,000件 / 2015年度 4,200件

開く

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/
https://www.mapion.co.jp/news/release/ap231999-all/
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TEL ︓ 045-392-6015
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
詳細はこちら
プレスリリース提供元︓＠Press
[ 続きを読む ]

0

ツイート

いいね︕ 0

関連してるっぽい地図

株式会社 ⾼橋助作酒造店

神奈川県横浜市鶴⾒区

北海道

⿅児島県

経済産業省別館 ⾷堂

沖縄

⼤学駅

⽇本⼤学病院

神奈川

北海道常呂郡置⼾町栄⼀

宮城県伊具郡丸森町四重⻨⼀

東京都港区

神奈川県横須賀市

埼⽟県川越市

群⾺県前橋市

あなたにおすすめの記事

https://www.mapion.co.jp/news/release/ap231999-all/
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再⽣請負⼈メガネスーパー社⻑
が語る負け癖がついている社員
たちを蘇らせる⽅法

⼿すりや段差解消・・・ユニバーサルデザインを公募

『ダウンタウンDX』出演者の1
⼈が結婚発表! 唐突なタイミン
グで

電気⾃動⾞のコストに、あなた
は驚くかもしれません

アントニー酒豪伝説「俺たぶん
芸能界で⼀番強い」「曙さんと
飲んで…」

薬剤師の給料が公開され、皆驚
いています

【株式会社ソラハル】福⽥潤也
先⽣をお招きし、産業領域にお
ける⼼の⽀援を主題とした無…

東⼤⽣が暴露「英語は
YouTubeで⼗分」1⽇20分の
無料chにハマる50代続出

有吉弘⾏、『M-1』優勝予想外
れるも「マヂカルラブリーとっ
たら…」

実はみんなが知らない40代が⻭
を失う⼀番の原因

松本⼈志、岸部四郎さん“落と
し⽳”の思い出「僕、⼤好きな
⼈でね…」

⻭科医の給料が公開され、皆驚
いています

柏⽊由紀、“⼈が変わった”きっ
かけを明かす「さっしーが⼤き
い」

2020年の電気⾃動⾞の価格
に、あなたは驚くかもしれませ
ん

学⽣やデザイナーとコラボ

意匠⼒ある介護リフ…

(PR) Red Gobo

(PR) クラウド活⽤ならビズヒント

(PR) Red Gobo

(PR) サンスター on kirei-style

(PR) LS Creation

年末までに2万円以上の寄附を
すると、すかいらーくご優待券
を最⼤5,000円分をプレゼン…

(PR) Red Gobo

(PR) ふるさとパレット

横浜市の弁護⼠の給料にあなた
はきっと驚く
(PR) Red Gobo

(PR) Red Gobo

【マスク新商品第2弾!!】⼤反響
の⾼品質不織布マスクが1箱
390円で12⽉12⽇より販売…

2021NHK⼤河の主⼈公、新1
万円紙幣の顔はこの⼈︕︕学習
まんが⼈物館『渋沢栄⼀』

岡⽥結実、⽗・岡⽥圭右に男児
誕⽣で⼼配!?「苦労しないかな
って…」
Recommended by

リリースカテゴリのその他の記事
『出前館』運営、配達機能を備えたクラウドキッチンの旗艦店がオープン
『週刊アスキー特別編集 週アス2021January』は12/21(⽉)発売︕最新グラボに話題の家庭⽤ゲーム機、新
MacBookまで︕年末年始のお買い物に役⽴つ⼀冊︕

https://www.mapion.co.jp/news/release/ap231999-all/
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意匠⼒ある介護リフ…

ロングセラー『反応しない練習』の著者・草薙⿓瞬が語る、ここでしか聴けない特別なエピソードを全５回でお届
け︕ Amazonポッドキャスト『反応しない練習エクストラ「出家な」⽣き⽅、始めませんか︖』配信︕
Afterglow Sound Only Live「As ever」開催報告＆Pastel＊Palettes Sound Only Live「Flowerful＊」開催決
定︕
DRAWDOWN「ドローダウン」地球温暖化を逆転させる１００の⽅法 刊⾏のご案内
マピオンニュース ページ上部へ戻る

町田・相模原・横浜の注文住宅

アフターメンテナンス費を抑える家づくり。コンセプトブックのお申込みは
こちら。
開く
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