コロナで巣ごもり⽣活に⼀役
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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
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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
 印刷

2020.10.15

ゲームをもっと⾒る

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
⼿すり

2020年9⽉1⽇〜30⽇の期間で実施いたし
ました。

https://www.zakzak.co.jp/eco/news/201015/prl2010150140-n1.html
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当社は2013年より介護リフォームフラ
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:
1,728円

4,536円

https://www.atpress.ne.jp/releases/230420/LL_img_230420_1.jpg
⼿すり
画像2: https://www.atpress.ne.jp/releases/230420/LL_img_230420_2.jpg
リバーシ⾵景
■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。
2020年は新型コロナウイルスの影響を鑑み、Stay Homeグッズを作成。⼿すり
の形状を活かしながら、在宅が求められるこの時期にふさわしく、ご⾃宅での時
間を有意義に過ごしていただけるよう、レクリエーションで定番の「リバーシ」
を作成いたしました。ご⾃宅でお孫さんやご家族と過ごす時間を楽しんで頂き、
また、頭や指先のトレーニングにも使えるグッズです。「リバーシ」は、直径約3
センチ、厚さ約1.5センチで、⼀つ⼀つやすりを丁寧にかけて⼿触りのよい仕上げ
に。また、塗装では3回のコーティングを実施しており、1セット完成までに約2〜
3時間をかけておこないました。ウイルス感染予防も兼ねて、除菌・抗菌のスプレ
ーをして完成。
プレゼントの対象者は、各加盟店で9⽉に介護リフォーム⼯事をされたお客様へ
プレゼントを実施しました。
■70代夫婦「孫と⼀緒にやるのが楽しみ」

主要ニュース

元徴⽤⼯問題で韓国
「誠意⾒せろ」と異常
な主張 まるで反社、
⽇韓局⻑級協議
悪態も…伊藤容疑者、事故現場での醜態
バイデン⽒“失⾔”トランプ⽒追い⾵？
習⽒が激賞、情報窃取の中国スパイ企業
美味しい？「具」が満載のスガノミクス
シニアの先達、無⼀⽂から成功のＫＦＣ
難関⼤は敬遠され⽳場に…お勧めランク
タダ酒ＮＯ！「五輪貴族」の厚遇にメス
損失３千億超、課題が⼭積み⽶⼤リーグ

ZAKスペシャル

今回、⾃宅の廊下に⼿すりを取り付けた東京都在住の70代の夫婦からは、リバ
ーシをプレゼントされて「近所に住む⼩学三年⽣の孫とゲームをやる。きっと、
若いから頭の回転も早く負けちゃうだろうな」「リバーシの発想が素晴らしい。
また、⼀つ⼀つが丁寧で⼿作りされた事に驚いた。しっかりとした⼯事をして頂
いた上に更にこんな素敵な物を頂けるなんて嬉しい」と述べています。
■⼿すりリバーシ 施⼯技術⼒向上にも⼀役 ひとつひとつ⼿作りで作成
また、リバーシをプレゼントしたスタッフからは「制作には8時間程かかり(特
に研磨には時間を掛けた)、結構⼤変だった。お孫さんがいらっしゃる事も聞いて
https://www.zakzak.co.jp/eco/news/201015/prl2010150140-n1.html
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いたので、⼤変喜んでくれて嬉しかった」「⼿間と時間のかかるものだったの
で、完成した時は達成感がある」など好評です。
リバーシ制作は、本社社員のアドバイスの元、加盟店のスタッフが通常業務の
隙間時間に⾏いますが、「設計」「切断」「組⽴」「塗装」「運営管理」といっ
た分担や作業⼯程は実際の介護リフォーム現場と同様です。
そのため当社の技術⼒をそのまま模型製作にいかすことができ、普段は顔をあ
わせることがない本社社員とフランチャイズ店のスタッフが⼀緒にプロジェクト
に関わることで連帯感が⽣まれ、より充実したサービス提供をはじめ、技術⼒の

1,728円

4,536円

6,480円

5,940円

3,300円

4,320円

5,940円

5,400円

向上にもつなげていきます。
【Stay Homeグッズプレゼントキャンペーン概要】
名称 ：Stay Homeグッズプレゼントキャンペーン
内容 ：制作したリバーシ⽯とご送付するリバーシ盤をセットにして
各店のご利⽤者様に「9/21敬⽼の⽇」のプレゼントとして進呈
期間 ：2020年9⽉1⽇〜30⽇
実施店舗：関東エリアを中⼼に直営店、フランチャイズ加盟店 8店舗
＜東京＞ 墨⽥店、城⻄店、町⽥南店
＜⼤阪＞ 城東店

経済・マネーランキング
24時間

＜千葉＞ 市川店
＜岐⾩＞ 岐⾩店
＜愛知県＞岡崎店
＜埼⽟県＞⼤宮東店
対象 ：9⽉に介護リフォーム⼯事を利⽤した⽅
画像3: https://www.atpress.ne.jp/releases/230420/LL_img_230420_3.jpg

(1) 端材を15mmの厚さにカット(40〜60分)
(2) サンダー、紙やすりを使って塗膜の剥離と切断⾯や⾓部の研磨(60分)
(3) 塗装 2〜3度塗り(30〜40分)※乾燥時間含まず
画像4: https://www.atpress.ne.jp/releases/230420/LL_img_230420_4.jpg
作業⼯程1
画像5: https://www.atpress.ne.jp/releases/230420/LL_img_230420_5.jpg

⽉間

1

次は⼥性狙いのワークマン 「⼤量出
店計画」は不安しかない

2

⼤塚家具、久美⼦社⻑の辞任発表でス
トップ⾼ あの親⼦げんか何…

3

【お⾦は知っている】「具」が満載の
スガノミクスは美味しい？ …

4

【定年起業への挑戦 実践編】カーネ
ル・サンダース⽒はシニア起…

5

コロナ禍で乾麺・袋麺が“バカ売れ”
伏線は、朝ドラの「まんぷ…

告
知

「みんなの健活セミナー２０２０」中⽌
のお知らせ

リバーシセット
【制作⽅法】

週間

告知 ⼣刊フジ「ラインスタンプ」販売中！

総合オピニオンサイト
フィンランドは３０代
の⼥性⾸相、北欧はい
かに「男社会」を脱し
たか
「そんなもんスよ、⽇
本なんて」あの朝⽇社
説に覚えた不信感

作業⼯程2
画像6: https://www.atpress.ne.jp/releases/230420/LL_img_230420_6.jpg
https://www.zakzak.co.jp/eco/news/201015/prl2010150140-n1.html

慰安婦より根深い「徴
⽤⼯問題」を蒸し返し
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た韓国の裏事情

作業⼯程3
画像7: https://www.atpress.ne.jp/releases/230420/LL_img_230420_7.jpg
作業⼯程4
【お客様の声】

なぜ⼩室圭さんバッシングは⽌まない
のか
⽇本学術会議論争、軍事研究で⾟酸を
舐めた学者が憂う「学問の退廃」

・ご近所さんと⼀緒にやってみたい
・デイサービスに持って⾏ってみんなでやりたい
・脳のトレーニングになりそう
・こんな時期だから室内でみんなで楽しめるものを頂けて嬉しい

東京地検特捜部、ゴーン会⻑逮捕に
「⽶国の陰謀」はあったか
「⻤滅の刃」で⽇本の映画館に活気
⼤⼈気の理由は（BBCニュース）

今注⽬の特集

【店舗概要】

集

・触り⼼地も良く⽊のぬくもりを感じられて愛着がわく

特

・ちゃんと「除菌済み」と記載されており、⽬に⾒えて分かった為、安⼼・安
全に使⽤できる

トランプvs反トランプの⼤統領選がも
たらすバイデン「消極的」勝利

菅新政権誕⽣へ

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21店舗、
神奈川県13店舗、埼⽟県11店舗、群⾺県2店舗、

菅⾸相、習主席の国賓訪⽇「⽇程調整する段
階にない」
⽴⺠・枝野代表「辞職ものだ」 菅⾸相の学
術会議答弁を⾮難
菅⾸相の電話外交ラッシュ⼀段落…申し込み
最初の韓国は「後回し」
特集⼀覧へ

茨城県1店舗、栃⽊県1店舗、千葉県10店舗、⼭梨県1店舗、
愛知県4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、

ピックアップ連載
ニュースの核⼼

⽶⼤統領選、バイデン⽒勝利な
ら⼀段と中国に警戒を 国務⻑
官は尖閣問題で明⾔を避け⽇本
には冷たいライス⽒が候補

⿅児島県1店舗)

織⽥哲郎 あれからこれから

中学⽣の依頼で作った須崎市Ｐ
Ｒ曲 「なるべく楽しい時間
を」統合⾼校の校歌も希望の祈

URL ： https://kaigor.com/
⼯事実績： 54,000件

りを込め
ぼくらの90年代⾳楽論
「⾳楽」の「普通」

2013年度 3,700件 / 2014年度 4,000件 / 2015年度 4,200件

⼤⾕能⽣×宮⾥潤（２） ヴァ
ージン・メガストアの⼤きさに
呆然「これが東京か…」

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
https://www.zakzak.co.jp/eco/news/201015/prl2010150140-n1.html

30年前の

連載⼀覧へ

最新情報を受け取ろう



Twitter from zakzak
zakzak編集部の公式ツイッターで
す。
zakzak facebookページ
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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。

⼿すりの端材でつくるStay Homeグ…



編集部が厳選した記事をFacebook
で発信します。

 RSS

 サイトマップ

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。
1,728円

4,536円

5,940円

6,480円

5,940円

3,300円

4,320円

3,888円

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/
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
本コーナーに掲載しているプレスリリースは、@Pressから提供を受けた企業等のプレスリリースを原
⽂のまま掲載しています。zakzakが、掲載している製品やサービスを推奨したり、プレスリリースの
内容を保証したりするものではございません。本コーナーに掲載しているプレスリリースに関するお
問い合わせは、こちらまで直接ご連絡ください。

プレスリリース詳細へ

提供：@Press

広告

https://www.zakzak.co.jp/eco/news/201015/prl2010150140-n1.html
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柏原芳恵が残した資産に家族が
泣いた

最⼤200万円給付！無料で持続
化給付⾦の対象者か今すぐ確認

The Financial Mag

マネーフォワード クラウド

⽇本政府、ＷＴＯ次期事務局⻑
選で韓国候補⽀持せず ナイジ
ェリア候補が優勢か 韓国国…

⼤村知事リコール運動“お辞め下
さい”署名１００万⼈の勢
い！？ ⾼須院⻑「勝利は⽬…
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実はすごいマックの取り組み、
国際基準のサステナブル認証
⽇本マクドナルド株式会社 on 朝⽇新聞

PR

PR

【元⽂春エース記者 ⻯太郎が
⾒た！】消えた？ 板東英⼆、
ラジオの冠番組を相次ぎ降板…

いま投資すべき先端技術はど
れ？世界の成⻑技術市場を調査

英語は「九九」と同じ？まず覚
えるべき60フレーズ

ORIX

SPRING

【アイドルＳＥＸＹ列伝】ロッ
ク座の現役ストリッパー⽮沢よ
うこ 光と溶けあうように舞…

【⽇本の解き⽅】⽇本学術会議
の任命拒否問題、背景には災害
時に「増税」勧めるという学…

【編集局から】⼤村知事リコー
ル署名活動終了 ⾼須院⻑は⾃
信たっぷり

PR

Webマーケティング習得
techacademyjp

PR

ホットプレートが⼤活躍｜楽し
く作っておいしく⾷べよう！

https://www.zakzak.co.jp/eco/news/201015/prl2010150140-n1.html
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可愛すぎる！不器⽤すぎる動物
達を捉えた瞬間
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「勝ち飯」レシピ公開中！

⼿すりの端材でつくるStay Homeグ…

Give It Love

味の素 「勝ち飯」

PR

国連⼈権理事国に中国、ロシア
にキューバ… 総会が選出、批
判も

「告知し忘れた」保険加⼊時
に、病気のことを伝え忘れたら
どうなる？

【壇蜜のもっとハァハァして
る？】機械のしもべになったワ
タシ

ライフネット⽣命保険

命運を分けた「謝罪⾏脚」 謝
意伝わった伊勢⾕被告と株下げ
たアンジャッシュ渡部

スウェーデンでも「中国への怒
り」が爆発！ ⻄側諸国で最初
に国交樹⽴も…中共批判の作…

“芦⽥プロ”おじさんキラーぶ
り サンドウィッチマンもメロ
メロ

1,728円

4,536円

5,940円

6,480円

5,940円

4,320円

おすすめ商品 (産経netShop)

ビンテージ感のあるス
タンド衿デニムシャツ

Recommended by

お洒落上級者が選ぶ千
⿃格⼦柄テーラードジ
ャケット

発熱コットンを使⽤し
たシール織のふわふわ
ケット

ウール100％の⾵合いと
ダブルボタンの⾵格が
魅⼒

注⽬の記事

有名⼥優のお宝映像や、現役グラドルのセクシーな姿まで！
パー！」を⾒逃すな！

グラドル特集「グラ
Sponsored

キーワード別 ニュース⼀覧

マンション業界の秘密

⽶中貿易戦争

サラリーマンサバイバル術
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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…

【マンション業界の秘密】プチ成功者のタワマン住⺠も将来は脱出か
【マンション業界の秘密】シャッター街招く「店舗兼住宅の空き家問題」
化で２０２４年以降深刻化
【マンション業界の秘密】悪徳理事⻑が好き放題にする管理組合
⼊れる輩も

団塊の世代⾼齢

業者と癒着しカネを懐に

【マンション業界の秘密】ステイホームが⽣んだ⼀過性の“ワイドホーム”需要
にも本格的な試練の時がやってくる？
【マンション業界の秘密】マンション価格はいつ下がる？
価格暴落のファンファーレ

不動産業界

⾦融緩和の終わりとともに鳴る

1,728円

4,536円

5,940円

5,940円

6,480円

4,320円

今、あなたにオススメ

【海外こぼれ話】切⼿でソーシ
ャルディスタンス オーストリ
アでユニークなコロナ対策

書店訪ねて「御書印」ゲッ
ト！ 客⾜回復への新たな取り
組み、じわじわ⼈気広げ全国…

【トップ近況】「この半年は、これまで経験した
ことのない変化の元年」 中部電⼒・林欣吾社⻑

三原じゅん⼦厚労副⼤⾂インタ
ビュー 「不妊治療⽀援は広い
視野で整備」「コロナ対策の…

【ＡＢＳ世代が「シニア」を変える】ビジネスの
世界はいつも⼈間が中⼼ 新しい時代を創造する
「驚き・感動体験」
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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…

PR

⽇本外交に韓国⻭ぎしり ベルリンの慰安婦像撤
去命令に「⺠間の動きに政府が関与することは望
ましくない」と批判

Unityでゲームアプリ開発
techacademyjp

PR

圧倒的な広さと上質な空間

みんなの⼝コミ

トヨタ⾃動⾞株式会社

戦闘機１６機が爆発炎上…北朝鮮空軍「史上最
悪」の惨事

PR

PR

PR

アルファード特別仕様⾞
S“TYPE GOLD”

⼥の⼦を妊娠していたと思った
らなんと予想外の結果に！

⽉々のお⽀払いなし！頭⾦だけ
でカローラツーリングに乗れる

トヨタ⾃動⾞株式会社

Post Fun

トヨタ⾃動⾞

東欧でコロナ急拡⼤！「集団免
疫」崩壊の懸念 流⾏抑えられ
ていたチェコなどで“第１波”…

【桂春蝶の蝶々発⽌。】菅⾸相
は野村克也元監督に似てい
る？ 「学術会議問題」騒げ…

退所、引退…コロナ禍がもたら
す芸能⼈「⽣き⽅変⾰」

1,728円

4,536円

5,940円

6,480円

5,940円

4,320円

3,888円

3,300円

4,840円

5,184円

5,400円

5,400円

運営会社

利⽤規約

プライバシーポリシー

知的財産権ポリシー

web広告掲載

お問い合わせ

プッシュ通知について
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