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９⽉６⽇未明に発⽣した北海道胆振東部地震の影響で北海道内への「新建ハウジング」の発送が遅れています。詳しくはこちらで

住宅・不動産業界の最新ニュースとオピニオン 
9⽉28⽇（⾦）友引

記事を検索する

総合 企業・団体 製品・サービス ⾏政

統計・データ ⽣活者調査 書籍・アプリ 連載・オピニオン

2018年9⽉25⽇

【掲載無料】『家づくり 健康・エコ宣⾔２０１８』製品アンケートは
こちら ≫≫≫ 
［PR］新建ハウジングのセミナーがひと⽬で分かる！！「セミナーガ
イド２０１８」 詳細はこちら≫≫≫
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「⼿すり」端材で天守閣―ユニバーサルスペー
ス、介護リフォームの重要性伝える

 ユニバーサルスペース（横浜市）は、介護リフォームを⾝近に感じてもらうための取り組
みとして、「⼿すり」部材で制作した天守閣の模型を横浜市の⾼齢者グループホームに寄贈
した。⾼齢者の家庭内事故を減らし、要介護者の暮らしやすさを創出するべく、⼿すりの重
要性について形を変えて可視化したのだという。

 天守閣のサイズは幅１．１ｍ・奥⾏０．９ｍ・⾼さ１．２ｍ。制作期間は約２カ⽉。⼿す
りとして使⽤できなかった端材を使⽤し、全体を縁起が良いといわれる⾦⾊に塗装した。最
後のひと塗りは、寄贈先である「オセアンビクトリア⼾塚」の⼊居者が⾏った。

 内閣府調査によると、⾼齢者の事故の７割以上が住居内で起こっており、その多くが居室
や階段などで発⽣しているという。同社は、今回のプロジェクトを継続することで、リフォ

ツイートいいね！ 1
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ームの観点から⾼齢者の安⼼・安全な⽣活を⽀援していくとする。

住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。

ユニバーサルスペース｜リフォーム｜⾼齢者

アクセスランキング

本⽇ 週間 ⽉間

国交省、⼟地所有に関する基本制度を⾒直しへ
2018年9⽉20⽇ | ⾏政動向

東京都市区町村「いい地盤ランキング」１位は国分寺市
2018年9⽉19⽇ | 業界動向

ＹＫＫ ＡＰ、「初期費⽤ゼロ太陽光発電」設置モデルを
⼯務店に提案
2018年9⽉18⽇ | 業界動向

ＬＩＸＩＬ、超ミニマルな「カーポートＳＣ」に２台置
き⽤が登場
2018年9⽉21⽇ | 新製品

⽇本アクア、省エネ住宅の仕組みがわかる「省エネ基準
講習会」開催
2018年9⽉20⽇ | 企業・団体

温度交換効率７０％以上、全熱交換型の全館換気システ
ムを発売
2018年9⽉25⽇ | 新製品

家づくり舞台「建てまん」 ⼯務店経営者ら住宅業界関
係者８⼈が出演
2018年9⽉23⽇ | 業界トレンド

さくら事務所、住宅会社別の⼯事品質を可視化 有償で
提供
2018年9⽉25⽇ | 業界動向

ＬＩＸＩＬグループ、２年連続ＤＪＳＩ構成銘柄に選定
2018年9⽉20⽇ | 業界動向

ＹＫＫ ＡＰ、建築関係プロユーザー向けサイトを拡充 
「マドサーモ」の提供を開始
2018年9⽉26⽇ | 業界動向

こちらの記事もおすすめです
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中⾼齢者の７割が「もっと運動したい」－⽇常で活動量

確保するリフォームに需要

改修場所トップはキッチン、Ｈｏｕｚｚリフォーム・リ

ノベーション市場調査

ミサワホーム、ハイクラス向けデザインリフォーム専⽤

サロンをオープン

リフォーム後に劣化を感じる場所１位は「キッチン」

積⽔化学、認知症の早期発⾒・重症化予防プロジェクト

を１０⽉から開始
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８⽉の住宅展⽰場来場
者、中国・四国エリアで
２ケタ増ー住宅展⽰場協
議会調べ

ｉＹｅｌｌ、総額約６．
６億円の資⾦調達を実施

イクメン企業アワード、
サカタ製作所と⼤和ハウ
ス⼯業がグランプリ受賞

ＬＩＸＩＬ、ＩｏＴ宅配
ポストを発売 複数個の
荷物の受け取りが可能に

壁－１グランプリ、アキ
ュラホームと東⼤・篠原
商店共同チームが総合優
勝

▼ もっと⾒る

新建ハウジング・セミナ
ーガイド

⼯務店ミライセッション
2018

トップランナー住宅会社
から学ぶ 収益アップ・品
質向上 のためのICT活⽤
術

▼ もっと⾒る

住宅雑誌「だん」 お客
様はこの⼀冊で⾼断熱住
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宅をきっと建てたくな
る！

トップランナー住宅会社
から学ぶ 収益アップ・品
質向上 のためのICT活⽤
術

▼ もっと⾒る

2018年09⽉29⽇

ＳＡＲＥＸの⽊
造建築⼠試験直
前対策講習会
「製図試験対策
コース」 (10:00
AM)

リノベーショ
ン・エキスポ・
ジャパン２０１
８ (終⽇)

２０１８年度 ⽊
の建築フォラム
講習会 応⽤編
（５）⽊の建築
賞受賞者が語る
私の⽊造設計
術 全３回
(1:30 PM)

▼ もっと⾒る

「いいね！」した友達はまだいません

新建ハウジング
32分前

８⽉の住宅展⺬場来場者、中国・四国エ

リアで２ケタ増ー住宅展⺬場協議会調べ 

新建ハウジング

1.2万 「いいこのページに「いいね！」

「いいね！」した友達はまだいません

リノベーション・ジャーナル
約4ヶ⽉前

結局、これが結論のようですな

＞⺠泊も⼀軒家や空き部屋の⼀室など⼩

リノベーション・ジャー…
9,510 「いこのページに「いいね！」 お役⽴ち情報を無料で配信
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