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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

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。
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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。

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。

NEXT 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…
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アビスパ福岡 ⼯藤阿須加 

⽇経平均株価 ASUKA 

クレヨンしんちゃん プチプラ 

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。

⽂在寅政権が徴用⼯裁判で“無理筋”の「条件付き協議」を
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最終回直前「新幹線変形ロボ シンカリオン」池添総監督
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謹慎処分の宮迫博之が謝罪「間接的に⾦銭を受領」　⽥村
亮、福島善成ら11⼈【コメント全⽂】
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