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⼿すりや段差解消……介護保険対象の5種に絞った 第2回
デザインアワード 最優秀賞は「ブラインドア(炭型)」 介
護を変えるデザインの可能性 計6名が各賞受賞 オンライ
ン授賞式 12⽉3⽇に開催

       

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、

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』を開催し、選考の結果、最

優秀賞をはじめ、各賞の受賞者を11⽉

27⽇に決定しました。授賞式を2020年

12⽉3⽇にオンラインでおこないます。 

 

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。 

■介護リフォームで暮らしを豊かに 発想豊かなアイデア求め開催 

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。 

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。 

全国の14歳〜54歳の幅広い年齢層から15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。

【次のページ】■最優秀賞 在宅介護で困難なポイント トイレまわりに着⽬した…
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今、あなたにオススメ

キーワード⼀覧

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。

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
解除する⽅法はこちら。

て活⽤できる「ブラインドア(炭型)」20歳⼤学⽣が家族の
介護実体験をもとに考案 ⾼い意匠性を評価
2020/12/09 (⽔) 11:30 介護保険対象の5種に絞った 第2回ユニバーサルデザ
イン アワード授賞式開催最優秀賞は トイレの仕切りとして活⽤できる「ブラ
インドア(炭型)」20歳⼤学⽣が家族の介護実体験をもとに考案 ⾼い意匠性を評
価。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、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』を開催し...

モテ顔50代はみんなやってる︕オバ顔の⼈が絶対やらない
寝る前の習慣が暴露

PR株式会社シズカニューヨーク

少年隊ヒガシが語った中居正広ジャニーズ退所時の送別会
の話 その会合に⽊村拓哉は来...

2020年12⽉16⽇

「サントリーCM起⽤タレントはほぼコリアン系⽇本⼈」
「ネットではチョントリーと」...

2020年12⽉16⽇

松本⼈志、『THE W』への相次ぐ苦⾔をバッサリ 「バ
カね」

2020年12⽉16⽇

マネジメント変⾰を促進する統計分析の活⽤

PRリクルートマネジメントソリューションズ

空気階段・⽔川かたまり、ラジオで離婚報告 公開プロポ
ーズ実らせ今年1⽉結婚も

2020年12⽉20⽇

「涙がわんわん」坂⼝杏⾥の“真っ暗投稿”に⼼配の声、集
団性被害で妊娠も…

2020年12⽉17⽇

借⾦のことを弁護⼠に相談するのは勇気がいる…

PRアヴァンス法務事務所

新⽥真剣佑、海外進出へ…来年４⽉で国内俳優活動休⽌、
５⽉に海外で映画撮影

2020年12⽉19⽇
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「ダウンタウンDX」合体SPで出演者が結婚発表

2020年12⽉17⽇

【ニュース】GACKT、菊池⾵磨ら出演『芸能⼈格付けチ
ェック︕2021お正⽉スペ...

2020年12⽉17⽇

錦織圭が結婚︕ 相⼿は約６年交際の元モデル観⽉あこさ
ん

2020年12⽉18⽇

⽗の⼀周忌が転機に…“お騒がせタレント”と呼ばれた梅宮
アンナ、批判への「責任の取...

2020年12⽉15⽇

【最⼤10%増量】セブンで「楽天バリアブル」10,000円
購⼊で1,000ポイン...

2020年12⽉15⽇

歌⼿ＢｏＡを睡眠薬の不法輸⼊で聴取 ２５⽇にＭステ出
演予定

2020年12⽉18⽇

「8年で別⼈に」⽻野晶紀愛飲、飲むエステ

PR株式会社エミネット

映画『銀魂』、特典の『⻤滅の刃』カード公開 全10種で
空知⽒が描いた炭治郎らお披...

2020年12⽉19⽇

「そりゃ下がるわ」更年期主婦が中性脂肪対策にした裏技
とは︖

PRマイケア

ちくのう症に悩む⼈が殺到 効果が認められた漢⽅を試し
た結果…

PR源平製薬

これを置いてると便利なんです♪キッチンカウンターの上
を活⽤

2020年12⽉17⽇

【今︕始めたい】無料で試せる蜂の⼦ゴールドが凄い︕

PR⼭⽥養蜂場
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⽩髪染めで「痒い..」と感じた⽅へ、 もう絶対に染めない
で

PRクローネ

外壁塗装で絶対NGなこと

PRヌリカエ

何千⼈もの死と向き合った納棺師が教える､⼈⽣を豊かに
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