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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
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意匠⼒ある介護リフ…

学⽣やデザイ

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
ながるユニバーサルデザイン』を10⽉26⽇より再募集を開始します。

第2回デザインアワード

ota-news.com/?p=221300

チラシ(1)

2/9

2020/12/21

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…

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。
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。

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
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
ota-news.com/?p=221300
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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
・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
ota-news.com/?p=221300
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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(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/ (https://universalspace.jp/competition/)
＜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 (mailto: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22店舗、神奈川県12店舗、
埼⽟県11店舗、群⾺県2店舗、茨城県1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)

URL

︓ https://kaigor.com/ (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
ota-news.com/?p=221300
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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://universalspace.jp/)
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

ota-news.com/?p=221300

6/9

2020/12/21

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…

YOU MAY ALSO LIKE

防災準備から避難時まで1枚で8役使えるペット⽤防災グッズ「わんにゃん防災便利
ふろしき」が“ペピイ”から新発売 (http://ota-news.com/?p=209221)
Posted On : 2020年8⽉25⽇

地域密着型フットサルコート「FBモーゲージスタジアム」、埼⽟県川越市で始
動
プロアスリートによるスポーツ教室や⼤会開催等で「地域・企業・アスリー
ト」が繋がれる場を⽬指す (http://ota-news.com/?p=217767)
Posted On : 2020年10⽉7⽇

調味料選⼿権2020 No.1調味料決定︕栄冠はジョン事務所合同会社の
『LOVEPAKU』 〜コロナ禍で今年はリアルイベントとWEBの融合にて開催〜
(http://ota-news.com/?p=226240)
Posted On : 2020年11⽉18⽇

YouTube限定配信『学齢期のポジティブ⾏動⽀援』⼤久保賢⼀先⽣ ︓ 畿央⼤学教育
学部准教授、⽇本ポジティブ⾏動⽀援ネットワーク会⻑ (http://ota-news.com/?
p=228355)
Posted On : 2020年11⽉27⽇

IPテレフォニーシステムNYC-SiエンハンスStep6「セキュリティ、介護施設他向IoT機
能追加」 (http://ota-news.com/?p=121145)
Posted On : 2020年1⽉17⽇

TAGGED: TAGGED:
イベント・セミナー (HTTP://OTA-NEWS.COM/?
TAG=%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC)

アジア各国のホワイトカラー⼈材紹介市場



VRで臨場感ある動画配信が可能に︕コロナ

の動向2020年7⽉〜9⽉ (http://ota-

禍で⼤打撃の舞台芸術活動に“収益確保の

news.com/?p=221299)

場”を提供

課⾦システム付映像配信事業

『舞台 de VR』

2021年春のサービス開始



に向け始動︕ (http://ota-news.com/?
p=221302)
ota-news.com/?p=221300
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— 21 DEC 2020

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のマグネットマスコット 第1弾ラ
ストはヴィル、イデア、マレウスが登場︕ (http://ota-news.com/?p=233234)

— 21 DEC 2020

“世界各国で⼈気ランキング1位獲得”【クレヨンしんちゃん お⼿伝い⼤作戦】も
うすぐ1,000万ダウンロード︕ありがとうキャンペーン開催 (http://otanews.com/?p=233198)
— 21 DEC 2020

「星のカービィ」がふわふわ起⽑素材のフィギュア『Fluffy Puffy』に初登場︕
カービィたちが楽しく雪あそび︕ (http://ota-news.com/?p=233170)

— 21 DEC 2020

BT21タイアップキャンペーン モーリーファンタジー・PALOで開催︕
(http://ota-news.com/?p=233113)

BY @PRESS (HTTP://OTA-NEWS.COM/?AUTHOR=2)

— 2020年12⽉21⽇ (HTTP://OTA-NEWS.COM/?M=20201221)
— IT・ネットワーク (HTTP://OTA-NEWS.COM/?CAT=49)/アニメ・マンガ (HTTP://OTA-NEWS.COM/?CAT=25)/エン
タメ (HTTP://OTA-NEWS.COM/?CAT=15)/コンピュータ (HTTP://OTA-NEWS.COM/?CAT=50)/その他エンタメ
(HTTP://OTA-NEWS.COM/?CAT=26)

画材ブランドのコピックとアイシーが
「エアコミケ」企画『トゥールズブー
スオンライン』を12⽉21⽇から開催
(http://ota-news.com/?p=233140)
ota-news.com/?p=221300
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⼈気アニメ「はたらく細胞」「はたらく細胞BLACK」と コラボしたオンライン抽選会等を実
施︕ 株式会社G-Tooは、2020年12⽉21⽇(⽉)〜2021年1⽉5⽇(⽕)に、独⾃のエアコミケ企画と
して
もっと読む

— アート・デザイン (HTTP://OTA-NEWS.COM/?CAT=58)/アニメ・マンガ (HTTP://OTA-NEWS.COM/?CAT=25)/エンタメ
(HTTP://OTA-NEWS.COM/?CAT=15)

劇場版「美少⼥戦⼠セーラームーンEternal」公開記念劇中に登場する万華鏡をイメージ
して万華鏡作家・⼭⾒浩司⽒が⼿がけた『ガラスの万華鏡』が登場︕ (http://otanews.com/?p=233132)
— アニメ・マンガ (HTTP://OTA-NEWS.COM/?CAT=25)/エンタメ (HTTP://OTA-NEWS.COM/?CAT=15)/その他エンタメ
(HTTP://OTA-NEWS.COM/?CAT=26)/フード・グルメ (HTTP://OTA-NEWS.COM/?CAT=27)

「GUNDAM Cafe POP-UP STORE YOKOHAMA」12⽉21⽇(⽉) JR横浜駅構内に期間限定オープ
ン︕ (http://ota-news.com/?p=233040)
— アニメ・マンガ (HTTP://OTA-NEWS.COM/?CAT=25)/エンタメ (HTTP://OTA-NEWS.COM/?CAT=15)/⾳楽・演劇
(HTTP://OTA-NEWS.COM/?CAT=19)

来年2⽉に⽇本武道館にて開催される“リスアニ︕LIVE 2021”のチケットanimelo mix会員限
定で先⾏受付スタート︕ (http://ota-news.com/?p=233013)
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