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コロナで巣ごもり⽣活に⼀役 直径約3センチ、厚さ約1.5
センチのリバーシ シニアに元気づけ ⼿すりの端材でつ
くるStay Homeグッズが好評 関東を中⼼に、直営店・
FC加盟店で実施
2020年10⽉15⽇ 11:30

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、
介護リフォームで最もニーズの⾼い“⼿

ニュースアクセスランキング
1

⽵内結⼦さん、⽣前
の“意外な⼀⾯”とライタ
ーが明かす「記事で使わ
れなかった話」とは︖
誰からもモテモテで…

2

楽天モバイルへのau回線
提供終了で「圏外になっ
た」と報告多数、東京都
の整備は間に合わない⾒
通しで今後さらなる混乱
も

3

⽵内結⼦さん、死去⼨前
の「乱れたメール」と
「SOS」…過去インタビ
ューでも語っていた“衝
動”とは!?

4

スペイン発のコロナ変異
体が欧州全⼟へ感染拡⼤

5

伊藤健太郎の逮捕で号
泣…交際報道・⼭本舞⾹

すり”の端材を利⽤した、⾼齢者へ向け
Stay Homeグッズを作成し、敬⽼の⽇に
⼿すり

合わせ、直営店とフランチャイズ加盟店
において顧客向けプレゼントキャンペー
ンを2020年9⽉1⽇〜30⽇の期間で実施
いたしました。
当社は2013年より介護リフォームフラ

計画リードタイムを劇的に短縮

自動計算機能で計画リードタイムを劇的に短縮し
ます
株式会社 構造計画研究所
もっと見る

ンチャイズチェーン『介護リフォーム本
舗』を展開し、現在では関東を中⼼に全
国93店舗まで拡⼤、⼯事実績は54,000
件を超えています。そして、最近では本

業のリフォームだけでなく、要介護者の暮らしやすさを実現するリフォームの利便
性や重要性の啓発にも努めています。
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/230420/LL_img_230420_1.jpg
⼿すり
https://www.excite.co.jp/news/article/Atpress_230420/
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泣 交際報道 ⼭本舞⾹
の憔悴ぶり

画像2: https://www.atpress.ne.jp/releases/230420/LL_img_230420_2.jpg
リバーシ⾵景

6

三吉彩花、伊藤健太郎逮
捕と尾を引く三浦春⾺さ
ん余波の「踏んだり蹴っ
たり」

■コロナ Stay Homeグッズ「リバーシ」を企画
当社では、介護リフォームの観点から介護分野・⾼齢者を元気づけすることを⽬的
に、2018年から“⼿すり”の端材を利⽤した天守閣の模型を制作し、敬⽼の⽇に合

広告

グラン マカ
サントリーウエルネス

わせて⾼齢者介護施設へ寄贈。また、⼿すりの端材は多く出ることから、フランチ
ャイズチェーン店舗の協⼒で集めて有効利⽤することで⾃然環境に配慮していく取
り組みになっています。

7

【次のページ】2020年は新型コロナウイルスの影響を鑑み、Stay Homeグッ…

1

2

3

4

⼩林⿇耶、“⺟親がいな
いと不幸”発⾔への反論
は「どうしても⾔わなく
てはならないことだっ
た」反響に感謝

5
8

コロナ禍をうまく乗り切
っている国ランキング発
表 - コロナ被害と経済被
害で数値化

9

『バイキング』伊藤健太
郎のひき逃げに“逮捕歴

あわせて読みたい

アリ”坂上忍の胸中は…

ＳＮＳで話題︕神⼾で
ここだけの１ピースか
ら購⼊できる『ＪＥＳ
ＵＳ ＰＩＺＺＡ』…

＜SDGsのアイデア
＞ コロナ禍でも、介
護リフォームでシニア
に元気づけ ⼿すり…

＜SDGsのアイデア
＞ コロナ禍でも、介
護リフォームでシニア
に元気づけ ⼿すり…

⾃宅でネット注⽂で
き、圧縮されて段ボー
ルで配送され組み⽴て
も簡単なマットレス…

広告

⿊酢にんにく
サントリーウエルネス

10

「1万匹の熱帯⿂と楽し
むかき氷」新宿駅直結
のアクアリウムカフェ
が8⽉6⽇(⽊)ニュー…

北野武「⽵内結⼦さんへ
の⾔葉」に反響「余⽣が
⻑すぎる」は嵐・⼤野
に…!?

ランキングをもっと⾒る

コメントランキング
1

「⼈間は⽣まれないほう
がよい、⼈類は滅亡する
べき」著名哲学者ベネタ
―の“反出⽣主義”が注⽬
される︕ 少⼦化問題を
完全否定する新理論︕
171

2

「韓国につける薬はな
い」倉⼭満⽒インタビュ
ー

＠Pressの記事をもっと⾒る

https://www.excite.co.jp/news/article/Atpress_230420/
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北朝鮮側 韓国⼈の射殺は⾃衛
6⽉発⽣の変異体 欧州全⼟へ

4

20GBの新プラン どれだけ得か

16

NEW
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5

撮影終わった気がしない

阪神福留 残したもの何もない
⽴川志らくに反論 ⼩林⿇耶覚悟

⼭形県の集落で幼少期に
性的いじめ 3⼈殺傷事
件の裏にある、⿊い記憶
と刃物

⽇本語の発⾳ 曖昧になる原因

通帳の数字を増やす 無意味?

⼭下智久の“悪質でズル
い”⼥⼦⾼⽣モデル事件
の結末︕「悪いのは全て
嘘をついたA⼦さん」共
演NGも!?

スペイン 5⽉まで緊急事態宣⾔

⿊い服 若く⾒せる合わせ⽅は

⼿すりの端材でつくるStay Homeグ…

NEW

「不謹慎です」と炎上︕
有吉弘⾏に三浦春⾺ファ
ンが激怒した仰天理由と
は︖

岡村隆史 アローン会退会語る
今⽇の主要ニュース

10

コメントランキングをもっと⾒る
2020年10⽉15⽇のリリース記事

今、あなたにオススメ

⽇本の「ドローン技術」が遭難者を救う

PRKDDI

痩せないのはアレが⾜りなかったから︕最新腸活に期待で
きる理由
PRハハハラボ

【放送事故伝説】「空⽿アワー」突然中⽌︕タモリが怒っ
たその理由は︖
2020年10⽉24⽇

まさか“あの⼤物ジャニーズ”が退所の噂
かった「滝沢にはついて⾏け...

⼭Ｐだけじゃな

2020年10⽉25⽇

森七菜、「恋あた」に福⼭雅治“爆死ドラマ”を想起した⼈
が続出のワケ
2020年10⽉27⽇

星⽥英利、ネプ名倉が告⽩した「挨拶シカト⼥性アナ」に
アノ⼈しかいない︕
2020年10⽉25⽇

https://www.excite.co.jp/news/article/Atpress_230420/

キーワード⼀覧
広告 おトクな超速ネットはUQ WiMAX

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。
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顔の⾁ずり落ちてるオババは絶対やるべき︕寝る前の3秒
習慣で驚愕︕

⼿すりの端材でつくるStay Homeグ…

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

PRしまのや

とろサー久保⽥が⼤嫌いな「共演NGの先輩芸⼈S」はまさ
かのあの⼈︖

解除する⽅法はこちら。

2020年10⽉26⽇

「ほうれい線消したいならマスク中に塗りな︖」実はシワ
は9割が知らないアレで⼀瞬︖
PRハーバーリンクスジャパン

JTの新モデル「プルーム・テック・プラス・ウィズ」を使
ってみた - 操作＆利便性...
2020年10⽉27⽇

【有名⼈マジギレ事件簿】千原せいじが⽣放送中、⽊村祐
⼀に激怒︕
2020年10⽉25⽇

5Gの新 iPhone 12 Pro 今すぐ予約

PRソフトバンク

1⽇1本⽬安︕早く深い眠りへ「グリナ」

PR味の素株式会社

吉⽥⽺、20歳離れた中島裕翔との“合鍵愛”は⼆つ返事で断
ち切った︖ 仕事中に無念...
2020年10⽉25⽇

働かざるを得ない途上国の⼦どもたちに映像教育を届け
る︕私たちにも出来る⽀援とは
PRe-Education

ちくのう症に悩む⼈が殺到
た結果…

効果が認められた漢⽅を試し

PR源平製薬

https://www.excite.co.jp/news/article/Atpress_230420/
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２０２１年ついにＳＭＡＰ再結成の情報︕︖
続けた『新しい地図』がここま...

⼿すりの端材でつくるStay Homeグ…

苦汁をなめ

2020年10⽉26⽇

ゆりやん、⽣放送中に左⼿の指輪を⾒せ“報告”
かったんですけど…」

「⾔えな

2020年10⽉25⽇

⽵内結⼦さん、死去⼨前の「乱れたメール」と「SOS」…
過去インタビューでも語って...
2020年10⽉28⽇

【特集】⼤動脈弁狭窄症とは︖ 詳しく知って病気に備え
る
PRメディカルノート

有名セクシー⼥優が被害者だった︕ ⽬⿊タワマン強盗で
６００万円被害
2020年10⽉27⽇

「不謹慎です」と炎上︕有吉弘⾏に三浦春⾺ファンが激怒
した仰天理由とは︖
2020年10⽉26⽇

「⽑量ヤバくない︖」夫が爆売れ中のDNA育⽑剤を試した
結果が別⼈
PRダブルヘリックス

三吉彩花、伊藤健太郎逮捕と尾を引く三浦春⾺さん余波の
「踏んだり蹴ったり」
2020年10⽉29⽇

関ジャニ⼤倉の親族が作っていた玩具「ジャンボビーズ」
メーカー廃業で終了
2020年10⽉27⽇

https://www.excite.co.jp/news/article/Atpress_230420/
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⼿すりの端材でつくるStay Homeグ…

〈こりゃ売れるわ〉︕名物ディレクターが感じた「⽇向坂
46が売れる」当然の理由
2020年10⽉25⽇

松本⼈志『⼥⼦メンタル』で峯岸みなみと松野明美のアノ
部分に視聴者がクギ付け
2020年10⽉27⽇
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