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ユニバーサルスペース、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」募集中
ニュース (/list/category/news/index.html)
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今人気の記事はこちら
デスクトップでプラスチック部品を製
造̶̶全⾃動射出成形機
「MICROMOLDER」
(/news/2020/20201218_desktopinjectionmold_
fm=side_ranking)
スーパーコンピュータを駆使し、100
年来の冶⾦学的疑問を解明
(/news/2020/20201214_metallurgypuzzle.html?fm=side_ranking)
スイッチサイエンス2020年のヒット
商品トレンド分析と2021年の注⽬
(/topics/special/20201215_switchscience_2020
fm=side_ranking)
Harley Davidson、新型電動⾃転⾞を
発売
(/news/2020/20201220_serialnumber-one.html?
fm=side_ranking)
はんだ付けして組み⽴てるだけ̶̶プ
ログラミング不要の歩⾏ロボットキッ
ト「Bakiwi」
(/news/2020/20201214_walkingrobotkit_bakiw
fm=side_ranking)
ベルトコンベヤーで連続造形に対応
̶̶FFF⽅式3Dプリンター
「3DPrintMill」
(/news/2020/20201214_ﬀf3dprinter_3dprintmil
fm=side_ranking)
1mm⾓の⼩型ファクターを実現̶̶
ams、超⼩型デジタルカメラモジュー
ルを発表
(/news/2020/20201216_ams_microdigitalcame
fm=side_ranking)
ファブラボ品川、⾃助具を3Dプリン
ターで作製するためのプラットフォー
ムをローンチ
(/news/2020/20201218_fablab_shinagawa.htm
fm=side_ranking)
ベネチアの「モーゼシステム」がよう
やく起動̶̶78枚の巨⼤な壁で海を
堰き⽌める
(/news/2020/20201218_mose.html?
fm=side_ranking)
AWSでIoTアプリケーションを構築
̶̶スイッチサイエンス、「M5Stack
Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キ

/

ユニバーサルスペースは、介護保険の対象となるデザインアイデアを対象に、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」

ット」発売
(/news/2020/20201217_switchscience_m5stack
fm=side_ranking)

への応募を募集している。

ニュース
ビットキー、ハードウェア
のデジタルコネクト技術の
提供を開始
2020/12/21

(/news/2020/20201221_bitkeyplatform.h
fm=side_news)
NordicのnRFシリーズSiP
「nRF9160」が
Braveridgeの開発キット
「SonicBoard」に採⽤̶̶
LTE-Mデバイスの開発期間
を短縮
2020/12/21

本アワードは、「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
アを募集して、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だ。
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する。応募資格は⼀切の
制限を設けず広く作品を募る。審査員は、⼤学のデザイン学科の教授、建築家、理学
療法⼠らだ。
当初10⽉1⽇〜25⽇で受付、募集を⾏ったが、募集期間が短かったため11⽉18⽇まで
再募集することになった。
最優秀賞1点に賞⾦10万円、優秀賞2点に5万円、佳作3点に1万円。優れたデザインは
商品化も検討するとしている。
審査基準は、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を対象とする。
特別サイトからエントリー後、プレゼンテーションシートA3⽚⾯2枚以内に、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）を⾃由に表
現したデータを、メールで事務局まで送る必要がある。
受付、作品応募は10⽉1⽇〜11⽉18⽇、審査⽇は11⽉26⽇、結果発表は11⽉27⽇、
授賞式は12⽉3⽇Zoomにて開催する。

(/news/2020/20201221_nordic_nrfsip_n
fm=side_news)
まるでSF、⼈間の⽪膚にイ
ンスパイアされた「真にウ
ェアラブル」な電⼦スキン
̶̶肌に貼って体温や⼼拍
数などの計測が可能
2020/12/21

(/news/2020/20201221_electronicskin.html?fm=side_news)
⾃宅で科学を学ぼう̶̶科
学実験キット「Scisizz」
2020/12/21

(/news/2020/20201221_scienseexperime
fm=side_news)
Harley Davidson、新型電
動⾃転⾞を発売
2020/12/20

(/news/2020/20201220_serial-numberone.html?fm=side_news)

編集部のおすすめ
宇宙の掃除
は待ったな
し——世界
初の宇宙ゴ
ミ除去技術
衛星でクリ
ーンな宇宙
を目指すア
ストロスケ
ール
(/interview/20201217_astroscale.html?
fm=side_chkit)
スイッチサ
イエンス
2020年の
ヒット商品
トレンド分
析と2021
年の注目

関連情報

プレスリリース (https://www.atpress.ne.jp/news/231999)

(/topics/special/20201215_switchscience
fm=side_chkit)
液晶ディスプレイがポイ
ント 初心者向け
M5Stack（エムファイ
ブスタック）の使い方と
オススメキット
(/topics/beginner_guide/20201210_m5st
fm=side_chkit)

/

次のニュース︓浜松市とCreww、新規事業の創出を⽬的としたオープンイノベーショ
ンプログラム「浜松アクセラレーター2020」開始
(/news/2020/20201027_hamamatsu_accelerator2020.html)

fabcrossの最新記事をチェックしよう
いいね︕ 2.8万

フォローする

レーザーカ
ッターにイ
ノベーショ
ンを起こし
た

(http://cloud.feedly.com/#subscription%2Ffeed%2Fhttps%3A%2F%2Ffabcross.jp%2Frss.xml)
最新記事をリアルタイムでお届けします

おすすめ記事
smartDIYs 、新製品に
込めたMakerスタートア
ップとしての矜持
(/interview/20201207_smartdiys_etcherl
fm=side_chkit)

川崎市がプロダクトデザインコンテスト「か
わさきデザインコンペ2015」の作品を募集
中

持ち運びに
最適、見た
目もかわい
い実力派
——キーボ
ード一体型

エンジ⼆アのキャリアアップを⽀援

(https://fabcross.jp/news/2015/08/20150807_kawasaki_indus PR（メイテック）
(https://dsp.logly.co.jp/click?ad=4AG4hpsDGS3mQMDrOTTYLjUcqDvE3PAUa_RJ1dCZsh4Hl24DJ4W880Xtke
_ObkFtshPgUiluiZ1DuPxfrs3_5xWz4p2bQdYOngLk1LYLxWsJHeYWRVi

「Raspberry Pi 400」
日本最速レビュー
(/category/make/20201203_raspberrypi4
fm=side_chkit)

3ZIQc7HfeNm4QdBxqcG75gjYuzwLyb5IzrrpOXifSu5IWJj0dLXKe

1970年代
の生録ブー
ムを牽引し
たマニア憧
れのカセッ
トレコーダ
ー「SONY

727OIqVNv7_hR8r7O3qe2KXOOH6MGwOQE9AvEK0V3c3tqDCK
VwjozhpCazxxYugLbgYaJITbtRjkpT3xEqesJshSeriVwRLFUUn5_

“ジェームズ ダイソン アワード2015”が募集開始

(https://fabcross.jp/news/2015/02/20150213_jamesdysonaward_2015.html)

東京ビジネスデザインアワード、中⼩企業の技術や素材の新⽤途を切り開く
製品デザインを募集
(https://fabcross.jp/news/2016/20160819.tokyo_buisiness_design_award.html)

PCパーツをデザインする3Dプリントデザインコンテスト「LEVEL∞ AIR
VENT HACK DESIGN CONTEST」募集開始

TAPECORDER TC2850SD（カセットデン
スケ）」
(/topics/dug/20201126_panasonic_rfu99.html?fm=side_chkit)
バルミュー
ダ初のスピ
ーカー開発
秘話——入
社初日で開
発最前線に
立ったエン
ジニア

(https://fabcross.jp/news/2016/20160824_levelinﬁnity_airventdesigncontest.html)

(/interview/20201124_balmuda.html?
fm=side_chkit)
22カ国で開催、「ジェームズ ダイソン アワ
ード2016」募集開始

創り⼿としてのキャリアアップを⼀⽣涯⽀援
します。

(https://fabcross.jp/news/2016/02/20160222_jamesdyson.ht PR（メイテックフィルダーズ）
(https://dsp.logly.co.jp/click?ad=4AG4hpsDGS3mQMDrOTTYLjUcqDvE3PAK6R9VKOV2kkWkXvnrJiJnnTPZPv
lCN741-QvFvO4jY8ZfSUA21hFTq0yee41cwryL5X8W0n_TR4BTnJpSLSt1ZLr6xVUz99fK9Xi4
htr0LAZJrzfsSIEZU7ECObXIq8UliMFJ5hGVqGIDp4AU7de7eHmX5bwmtM-fVuF4yrGXP6U3lgQwPn9EstgpgD2qjnkRZyTBH-

連載・シリーズ
それ、ラズパイで
つくれるよ

それ、ラズパイ
でつくれるよ

FvhPMOSGVdAlKg9sPeyfYYe0eD1uiBjknsVkhfcuGDxo4knDX17BRUeQ1SxjlMFOptSZyZdCf_e0WnATojJkE0V_Zzuz_NyYclZZQi53nUoContKXLyCywO9WoXEs8m7SgZvgRuQ5X4)

LEXUSが次世代クリエイターを⽀援する「LEXUS DESIGN AWARD
2017」、応募受付開始
(https://fabcross.jp/news/2016/20160815_lexus.html)

(/list/series/sorepi/index.html)
頭の悪いメカ by 藤原⿇⾥菜

頭の悪いメカ by 藤原麻
里菜
(/list/series/fujiwara/index.html)

/

「ジェームズ ダイソン アワード 2018」過去最多となる27の国と地域で開
催
(https://fabcross.jp/news/2018/20180409_james.html)

未来の世の中を良くする作品コンテスト「Autodesk Creative Design
Awards」開催
(https://fabcross.jp/news/2015/07/20150709_autodesk_creative_design_award.html)

メイカースペース
の作り⽅

メイカースペー
スの作り方

(/list/series/makerspace/index.html)
国際エンジニアリングアワード「ジェームズ
ダイソン アワード 2019」が募集開始
(https://fabcross.jp/news/2019/20190329_james.html)

IT系エンジニアとして年収1,000万円を⽬指
すには︖

アジアのMakers
by ⾼須正和

アジアの
Makers by 高
須正和

PR（fabcross for エンジニア）
(https://dsp.logly.co.jp/click?ad=4AG4hpsDGS3mQMDrOTTYLjUcqDvE3PAPKpBUugV182Ct4T_L7h_ubsTGqb_Ejcmv3NZV4tUm6zdIaJe6ooP
_rTOVwxGS6gNh4mJkGy2qt1Xt1hLBfSTVt5OHD_Q2LlU7bzgBgiY9VaNd31D05RBZEy2E22AsKW
fgx8_BT5gNoMeUt-6L5koyu4Az7V_AH1Njy3fx5owx3JhloVJ3fIQ9dZ6u5rc2HUtF7SkrA3t_yAUtfj1iqaBL23RFx0FmU

(/list/series/tks/index.html)
「バラしてみたら

⽇本全国のファブ施設と連携̶̶「ファブ3Dコンテスト2018」開催

オドろいた」家電
分解ジャーニー

「バラしてみた
らオドろいた」
家電分解ジャー
ニー

(https://fabcross.jp/news/2018/20180912_keiosfc_fab3dcontest2018.html)

⾮接触の世界でリアルな体験を̶̶「YouFab Global Creative Awards
2020」が募集開始
(https://fabcross.jp/news/2020/20200803_youfabglobalcreativeawards2020.html)

(/list/series/ooedotechnica/index.html)

賞⾦総額150万円̶̶「第21回かわさき産業デザインコンペ2016」作品募
集開始

梨⾐名が教えるも
のづくり中国語講
座

(https://fabcross.jp/news/2016/20160831_kawasakiindustrydesign2016.html)

梨衣名が教える
ものづくり中国
語講座

(/list/series/leena_chinese_lessons/index
Dig up the
underground
「プロダクト⼀機

3DプリントでPCパーツをカスタマイズする
コンテスト「LEVEL∞ AIR VENT HACK
DESIGN CONTEST」開催

⼀会」 by 松崎順

個⼈のものづくりからエンジニアのお役⽴ち
情報まで

⼀

Dig up the
underground
「プロダクト一
機一会」 by 松

(https://fabcross.jp/news/2016/20160817_levelinﬁniti_airvent PR（fabcross）
(https://dsp.logly.co.jp/click?ad=4AG4hpsDGS3mQMDrOTTYLjUcqDvE3PAjHmCcb8JYgLRxZSNx7zd276hrXS
YQmxf3GVciuuh9NKRzZ7BIx9mKM9B6NN4MygI_6yVLQvW7Hq
PtikoXKi9kxT-

崎順一
(/list/series/dug/index.html)

5UGa4x5M2oWSMR8FSMb8niTDzUkR3cF9r6Z82K3k9tGUbRg6H
ZOm3fXzk5MiHJkZV85uOS8h-

マイコンボードを

FBUIrjegF6cm1LnYKIUb8ZK4ByNBWgvLpQwKCfnjIuiZbNLGdT9

はじめませんか︖

マイコンボード
をはじめません
か？

カブクの国際3Dプリント造型のデザインコンテスト、受賞作品発表

(https://fabcross.jp/news/2015/03/20150324_3d_printing_design_contest.html)

Bluetoothの限界を拡げよう̶̶Bluetooth SIG「Imagine Blueアワー
ド」開催

(/list/series/microcomputerboard/index.h
ギャル電⼦⼯作

(https://fabcross.jp/news/2016/20160809_bluetoothsig_imagineblueawards.html)

ギャル電子工作

HEMSアライアンス、家を楽しく便利にする「快適IoT」コンテストを開催

(https://fabcross.jp/news/2015/08/20150814_hems_alliance.html)

(/list/series/gal_electronicworks/index.ht
ギャル電きょうこのストリー
ト電⼦⼯作

/

ギャル電きょう
このストリート
電子工作
「未来のふつう」を作り出そう̶̶⾃作ハー
ドウェアコンテスト「GUGEN2017」作品募
集開始

エンジ⼆ア専⾨の転職エージェント

(https://fabcross.jp/news/2017/20170801_gugen2017_entry. PR（メイテックネクスト）
(https://dsp.logly.co.jp/click?ad=4AG4hpsDGS3mQMDrOTTYLjUcqDvE3PAZtEb8bozLW6AHtqfMNVefN0G9BD
_ﬂoleNu9TBfjmpxBeHFmEaGE6Opnkp4slSQL93yVnbfZ7IOZN9i

(/list/series/gal_street_electronicworks/i

Ezy_HzKlKbXHcirsQ_eeay0JubHzZqx4JssEt2FQJoUCvakL6cP5h

在宅ものづく

P_BcNOPWeQczCM5ZZUL1aJRJdjmBt1fqst2IGA7OzS-vQ)

り応援企画

豊富なI／Oでオートメーションができる̶̶Raspberry Pi4搭載AIカメラ
「Vizy」

在宅ものづ
くり応援企
画

(https://fabcross.jp/news/2020/20201027_vizy.html)

“ジェームズ ダイソン アワード2015”国際選考最優秀賞は電気回路基板プリ
ンタ「V-One」
(https://fabcross.jp/news/2015/11/20151117_jamesdysonaward.html)

未来を変えるマスク、または代⽤できるプロダクトを募集̶̶FabCafeが
「Mask Design Challenge 2020」を開始
(https://fabcross.jp/news/2020/20200323_fabcafemaskdesignchallenge2020.html)

(/list/series/zaitaku_monozukuri/index.h
fabなび

fabなび—日本
全国のファブ施
設（ファブスペ
ース）を紹介

(/list/series/fabnavi/index.html)
Redshift ⽇本版
提携連載「ものづ
くりの未来」のス
トーリー

スマート電⼦タグ「MESH」を使った「『い
いね』をデザインするコンテスト」開催

もう部分洗いはしなくてOK︕新機能搭載の洗
濯機がスゴすぎる

(https://fabcross.jp/news/2016/20160706_mesh_iinedesignco PR（AQUA×ESSEonline）
(https://dsp.logly.co.jp/click?ad=4AG4hpsDGS3mQMDrOTTYLjUcqDvE3PABGIC1dklz35tU5H5DBnRnydT_x54

Redshift 日本
版提携連載「も
のづくりの未
来」のストーリ
ー
(/list/series/redshift/index.html)

iaTQYpbR44BaE2GL4i8RFTvseWj2cRUXyN5nEgeRQ4az3khveOCmBcoGu6huL4O1gxOxZGO0oGiSxvgkqCTb8ﬀIJLvqG7OgTEzsZnoPx9QtJZ6S97vfo5CgWQYi9pgafwKJ5S0tVfatsqgzd0W_C9v7SF7PhUXdWXkZ5LmmYCjrHIhyW2AIactLhjgJpcptYqnM2ZWetWI78Qmd13mTjbmcJSVOOvJ2n9Poa9fXFceYamT
D6Tkt9doYTkWL439iI8xcVhSByHZmPvs80pL1bx8nRHx2F9H1r
5fF9te0)

⽊材利⽤のグッド・プラクティスを国内外に発信̶̶「ウッドデザイン賞
2017」募集開始
(https://fabcross.jp/news/2017/20170608_wooddesign2017.html)

ヤフー、“⾃分の⼈⽣と未来の世代を幸せにする”アイデアを形にするハッカ
ソン開催

ハードウェアスタ
ートアップのヒ
ト・モノ・カネ

ハードウェアス
タートアップの
ヒト・モノ・カ
ネ
(/list/series/plen_robotics/index.html)
ミルノラボ

ミルノラボ

(https://fabcross.jp/news/2014/08/20140808_ymdi.html)

⼩学⽣の⾃由研究を知財として評価̶̶個性ある研究を全国から公募する
「超・⾃由研究アワード2020」
(https://fabcross.jp/news/2020/20200731_jiyu_kenkyu.html)

Recommended by

(https://www.logly.co.jp/privacy.html)

(/list/series/mirunolab/index.html)
⾝近なモノで、あ
るある⼯作

身近なモノで、
あるある工作

(http://www.meitec.co.jp/)

(/list/series/aruaru/index.html)
1カ⽉1000円⼯

コメント

作

1カ月1000円
工作

(/list/series/1000yen/index.html)

/

コメント0件

並び替え 古い順

2020年プログラ
ミング必修化︕
「作る」ことで分
かるSTEM教育

2020年プログ
ラミング必修
化！「作る」こ
とで分かる
STEM教育
(/list/series/stem/index.html)

コメントを追加...

Facebookコメントプラグイン

短期連載︓スター
トアップの古都、

メールマガジンの登録
株式会社メイテック〜個⼈情報保護について〜
⼊⼒前に下記の「個⼈情報の取り扱いに関して」をお読みいただき、記載さ
れている内容に関して同意していただく必要があります。同意していただけ
ない場合には、弊社が提供するサービスをご利⽤いただけない場合がありま
す。（同意していただけない場合には、当フォームへの⼊⼒ができませ
ん。） 「個⼈情報の取り扱いに関して」をよくお読みいただき、同意してい
ただける場合は下の［同意する］を チェックして、⼊⼒フォームの画⾯へ進
んでください。

京都を訪ねる

短期連載：スタ
ートアップの古
都、京都を訪ね
る
(/list/series/startup_kyoto/index.html)
イベントレポート

イベントレポー
ト

【弊社におけるお客さまに関する個⼈情報の取り扱いについて】
「個⼈情報の保護に関する法律」、およびJISQ15001（個⼈情報保護マネジ

(/list/series/event_report/index.html)
同意してメールアドレスを⼊⼒する

部品⾃作 超⼊⾨講

新着記事を定期的に配信します

部品自作 超入
門講座

座

(/list/series/buhinjisaku/index.html)
てらおか機構機構
Teraoka
Mechanism
Organization

てらおか機構機
構 Teraoka
Mechanism
Organization
(/list/series/teraoka/index.html)
位置情報×IoTの
最前線

位置情報×IoT
の最前線

(/list/series/gps_iot/index.html)
素材の話を聞きに
⾏こう

素材の話を聞き
に行こう

(/list/series/material/index.html)
今⽉もクラウドフ
ァンディングに
◯◯万円使っちゃ
いました by
Kibidango

今月もクラウド
ファンディング
に◯◯万円使っ
ちゃいました
by Kibidango
(/list/series/kibidango/index.html)
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⼯場なび

工場なび—
Makersの製品
化を応援する国
内企業を紹介

(/list/series/kojonavi/index.html)
世界のスタートア
ップとエコシステ
ム by HWTrek

世界のスタート
アップとエコシ
ステム by
HWTrek
(/list/series/hwtrek/index.html)
かんたん3Dモデ
リング〜Fusion
360はじめの⼀歩

かんたん3Dモ
デリング～
Fusion 360は
じめの一歩
(/list/series/fusion360/index.html)
とびこめ︕ ⼯場⾒
学

とびこめ！ 工
場見学

(/list/series/tobikome/index.html)
ユカイ⼯学に聞
く、スタートアッ
プが知っておきた
いコト

ユカイ工学に聞
く、スタートア
ップが知ってお
きたいコト
(/list/series/yukai/index.html)
企業もはじめる
Fab＆Hack

企業もはじめる
Fab＆Hack

(/list/series/company_makers/index.htm
Fabbleの使い⽅

Fabbleの使い
方

(/list/series/fabble/index.html)
Makersʼ Base連
載企画「Makersʼ
Bar」

Makers’
Base連載企画
「Makers’
Bar」
(/list/series/makersbar/index.html)
あッ 3Dプリンター屋の⼈だ
ッ!!

/

あッ 3Dプリン
ター屋の人だ
ッ!!

(/list/series/3dprinterya/index.html)
3Dでハードコア
な超⾼速ものづく
り《最新事例》

3Dでハードコ
アな超高速もの
づくり《最新事
例》
(/list/series/hardcore_3dprinter/index.ht
⼥性エンジニアキ
ャリア特集

女性エンジニア
キャリア特集

(/list/series/women_engineers_career/in
ものづくりの⼈が
知っておくべき権
利

ものづくりの人
が知っておくべ
き権利

(/list/series/makers_rights/index.html)

注目のキーワード
パーソナル・ファブリケーション
(/list/tag/personalfab/index.html?
fm=side_tag)
3Dプリンタ
(/list/tag/3dprinter/index.html?
fm=side_tag)
もっと⾒る

(http://engineer.fabcross.jp/?
fm=side_bnr)

(https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?
argument=vzR6e2YP&ai=a59c877ba71df2/&fm=side_
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