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アート・デザイン

⾼齢化社会の暮らしを豊かに・⼿すりやスロープなどユニバーサルデ
ザイン公募『デザインアワード』当社初開催　⾼齢者疑似体験や介護
リフォームセミナーも予定

株式会社ユニバーサルスペース
2019年06⽉25⽇ 09時31分

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1回介護の視点から暮らしをイノベーションするデザインアワード』を開催します。

本アワードのポスター

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、当社初の取り
組みです。

記事検索

キーワードから記事を探す

「アート・デザイン」のランキング
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TV Bros.が“LOVE”を集めました︕『ホットギミック
ミーツボーイ』⼤特集︕主演・堀未央奈の
＆インタビュー

株式会社東京

 0

『⼈狼 ザ・ライブプレイングシアター』「
歌と呪われし秘宝」7⽉13⽇(⼟)の第9ステージ
占ライブ配信︕

プレミアム・プラットフォーム・ジャパン

 0

⾼齢化社会の暮らしを豊かに・⼿すりやスロープ
バーサルデザイン公募『デザインアワード』
⾼齢者疑似体験や介護リフォームセミナー

株式会社

 0

譲渡型賃貸住宅『家賃が実る家』がリニュアル
提携

書類保管でお
の方へ
COCOTRUNK

キャンペーン実施中995円～でお
伊勢佐木長者町駅1分関内駅8分
室内型トランクルーム

お問い合わせ



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61店舗まで拡⼤しています。累計⼯事実績40,000件超、2018年度の⼯事実績前年⽐120％・売上前年⽐
125％と、創業時から右肩上がりで順調に推移。2016年にビジネスモデルが経済産業省の『先進的なリフォーム事
業者表彰』で経済産業⼤臣賞、2019年2月には『かながわビジネスオーディション2019』にて申請企業140社中の
最⾼峰の神奈川県知事賞を受賞しています。

■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、段差解消や手すり取り付け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。

当社では手すりの段差解消や、ドアを引き戸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、今回、発想豊かな学生やデザイナーたちに、⾼齢化社会の暮らしを豊かに
する手すり、スロープ、床素材などのデザインアイデアを募集することにしました。

■優秀なデザインは商品化も検討

　介護リフォームセミナーを開催し知⾒を広げる機会も

今回、「歩⾏空間におけるユニバーサルデザイン」をテーマにして公募します。応募資格は⼀切の制限を設けず
広く作品を募ります。⼤学のデザイン学科の教授や建築家を審査員に迎えます。アワード形式で表彰を⾏い、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。

本アワードのポスター

また、より良いアワードにするために、本アワード参加希望者には、介護リフォームの知⾒を広げてもらうため
の「介護リフォームセミナー」や「⾼齢者疑似体験」を東京都内で8月に開催する予定です。

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。

【デザインアワードの概要】

名称　：『第1回介護の視点から暮らしをイノベーションするデザインアワード』

テーマ：歩⾏空間におけるユニバーサルデザイン

内容：バリアフリーのために、手摺が用意され、点字ブロックが誘導し、段差にはスロープが設けられ、さらに
⼤きな上下移動には、エスカレーターやエレベーターが設備されます。それぞれが様々なハンディキャップを抱
えている中で移動は生活と生存に⽋かせない事象です。その様々な場⾯で、ユニバーサルデザインが求められて
います。今回のコンペティションは、そのようなユニバーサルデザインを公募します。また、この応募期間に本
アワードに参加希望の⽅に、介護リフォームの知⾒を広げて もらう「介護リフォームセミナー」や「⾼齢者疑似
体験」を東京都内で8月に開催予定です。

審査基準：・テーマに沿ったデザイン提案であること

「イベント・セミナー」のランキング
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メルカリのCTOによる特別講演も︕『type 

フェア』 2019/7/15（月・祝）東京ドームシティ
ールにて開催︕

株式会社キャリアデザインセンター

 0

“Oisix × ⾷べログ” 夢のコラボ!! 良いデザイン
ムワーク論 7/3（⽔）Webクリエイター
#3」を開催

株式会社クリーク・アンド・リバー

 0

施設向け⾷材宅配サービス『ヨシケイキッチン︕』
界九州最⼤級のBtoB展⽰会「ケアフード福岡」出展
らせ

 0

⼤分ケーブルテレコムが「OITAサイクルフェス
プレゼンティングスポンサーとして協賛決定「
presents OITAサイクルフェス!!!2019」

 0

最⼤90％OFF!! キャッシュレスがお得な
「お台場ーゲン」 7月1⽇(月)〜7月15⽇(月・祝

三菱地所リテールマネジメント

TrendTimesをフォロー

トレンドタイムスは各分野の最先端のニュース
す。誰かに教えたくなるような最新の気になる
きます。

Twitterも更新しています。



　　　　　・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)

　　　　・石⽥純之助(建築家、⽇本⼤学芸術学部デザイン学科准教授)

　　　　・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

　　　　　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　　　8月1⽇〜15⽇

　　　　　　　作品応募　8月1⽇〜25⽇

　　　　　　　審査　　　9月初旬

　　　　　　　結果発表　9月13⽇

　　　　　　　授賞式　　9月29⽇(東京にて開催)

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/

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、株式会社進正電、リ・プロダクツ株式会社

問い合わせ： info@universalspace.jp

【店舗概要】

店名　：『介護リフォーム本舗』

設⽴　：2013年

フォローする

ほけんの窓⼝ カトレヤプラザ伊勢佐木店

お近くの'ほけんの窓⼝'へ

お近くの店舗で無料相談。40
保険商品から納得の保険選び

ウェブサイト



店舗数：全国に61店舗　(直営店は4店舗)

(岩手県1店舗、東京都11店舗、神奈川県8店舗、埼⽟県8店舗、

　　　　群⾺県2店舗、茨城県1店舗、栃木県1店舗、千葉県3店舗、愛知県4店舗、

　　　　岐⾩県1店舗、静岡県3店舗、⼤阪府5店舗、兵庫県1店舗、福井県1店舗、

　　　　富⼭県1店舗、石川県1店舗、広島県2店舗、福岡県1店舗、⼤分県2店舗)

URL： https://kaigor.com/

⼯事実績：40,000件

2013年度 3,700件

2014年度 4,000件

2015年度 4,200件

2016年度 5,000件

2017年度 7,100件

2018年度 8,500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

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　　　　：神奈川県横浜市戸塚区戸塚町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　　： 30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

「株式会社ユニバーサルスペース」の新着記事

⾼齢化社会の暮らし豊かに⼿すりやスロープ・・・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商品を追求介護リフォームの
理解促進を当社初『デザインアワード』開催
医療・福祉 株式会社ユニバーサルスペース

システム建築のパイオニア

長いお付き合いになるからこそ信頼と
実績で選ばれています。JFEシビルの…

JFEシビル株式会社

サイトを⾒る

広告

コメント0件 並び替え

Facebookコメントプラグイン

古い順

コメントを追加...



リフォーム業界初のFC展開をするユニバーサルスペース、『かながわビジ
ネスオーディション2019』で県知事賞を受賞
ビジネス・経済 株式会社ユニバーサルスペース

特許取得　リフォーム業界初　タブレット端末を使って写真撮影するだ
け　AIで、介護リフォーム⼯事の⾒積り作成が瞬時に　3⽉6⽇〜8⽇「フラ
ンチャイズショー 2019」出展
ビジネス・経済 株式会社ユニバーサルスペース

特許取得リフォーム業界初タブレット端末を使って写真撮影するだけ AI

で、介護リフォーム⼯事の⾒積り作成が瞬時に 3⽉6⽇〜8⽇「フランチャ
イズ・ショー 2019」出展〜アプリ体験会〜
医療・福祉 株式会社ユニバーサルスペース

業界初 FC展開や⾃社開発ＡＩアプリ⾼齢者の⾃⽴支援に着⽬介護に特化
独⾃のリフォームビジネスを構築『かながわビジネスオーディション
2019』にて“神奈川県知事賞”を受賞
暮らし・住まい 株式会社ユニバーサルスペース

「アート・デザイン」の新着記事

「不動産 × アート」への挑戦。解体予定の物件でアーティストを支援する
新たなアートプロジェクトが、原宿でスタート
アート・デザイン 株式会社ANCR

彫刻家・三沢厚彦らの作品を販売開始。中央区の⽼舗ギャラリーとして知
られる⻄村画廊が「OIL by 美術手帖」に参加。
アート・デザイン 美術出版社

近代⽇本画を代表する⼥性画家・⼩倉遊⻲と時代を切り開いた院展の仲間
たちの優作が⼀堂に会する展覧会が島根県⽴美術館で開催
アート・デザイン 島根県

千葉康由写真展「神へ捧げる華⽕」開催記念　千葉康由さんによるスペシ
ャルトークショーを開催︕
アート・デザイン 富⼠フイルム株式会社



“満天”15周年第⼆弾作品上映決定︕プラネタリウム作品『Tokyo Midnight 

Groove』

アート・デザイン コニカミノルタプラネタリウム株式会社

「イベント・セミナー」の新着記事

【速報】卓球のTリーグ契約選手リスト発表（2019年6⽉27⽇付）
ライフスタイル ⼀般社団法⼈Ｔリーグ

25周年を迎える「メニコンカップ2019」を今年も応援します。
エンタメ・芸能 株式会社メニコン

PicoCELA社、国内有数の屋外⾳楽フェスにて大規模なWi-Fi環境を構築、
⼆⽇間で７０００名が利⽤
エンタメ・芸能 PicoCELA株式会社

⽇本初開催︕ロサンゼルス発・世界最大級の美容フェス「Beautycon 

Tokyo」にサロン展開しているヘッドライト出展
ファッション・美容 株式会社ヘッドライト

「ウィングファットインターナショナル」が協賛︕⽬指せ⼭梨県No.1！キ
ャッチボールクラシック⼭梨大会 2019年11⽉16⽇（⼟）開催
資格・教育 Wing Fat International Creative Limited

トレンドタイムスとは 利⽤規約 プライバシーポリシー お問い合わせ 運営会社
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