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企業リリース

“⼿すり”の端材を使⽤ ⾼さ1.5mの模型 今
年は3カ所に寄贈 ⻩⾦の天守閣プロジェクト 
介護リフォームでシニアに元気づけ
@Press
2019.9.24 14:19

 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”の端材を使⽤して制作した3
つの天守閣の模型を⺠家活⽤型⼩規模デイ・サービス3施設に9⽉16⽇(⽉)の敬⽼の⽇に寄贈しま
した。

 当社は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』を全国に78店舗を展開
し、現在までに⼯事実績は45,000件を超えています。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。

 今回、ニューワンズ株式会社(本社：滋賀県⼤津市、代表取締役：新庄 ⼀範)が運営する施設
『真情デイ・サービス』の『きらめき』(住所：東京都江⼾川区)、『⻄⼩岩』(住所：東京都江⼾
川区)、『細⽥』(住所：東京都葛飾区)に寄贈しました。城のシンボルとしての役⽬を担う天守閣
は、⼿すりとして使⽤できなかった余った端材を使⽤して、全体を⾦⾊に仕上げました。ゴール
ドには⾦運に効果があり、⾝に着けると富や名誉や権⼒、幸福をもたらすと⾔われ、優れた浄化
⼒を持ち、様々な病気の治療薬としても⽤いられています。

 画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/193920/LL_img_193920_1.jpg
代表でひと塗りする94歳の利⽤者

 ■好評 今年は3カ所に寄贈 要介護者が安⼼して⽣活できる家づくり啓発プロジェクト
天守閣の模型を制作する本プロジェクトは、リフォームの観点から介護分野・⾼齢者を元気づけ
することを⽬的に昨年より実施しています。昨年は本社が中⼼となって1つの天守閣を制作。
『幸せを呼ぶ⾦の天守閣』と名付けました。2回⽬の開催となる今回は、フランチャイズ加盟店
から「参加したい」という声が上がり、法⼈加盟のフランチャイズ店4店舗が中⼼となって天守
閣の模型を3つ制作。本社社員が指導しながら、法⼈加盟のフランチャイズ店2店舗22名が作業分
担をして、約6週間かけて幅900mm×奥⾏900mm×⾼さ1,500mmのサイズの天守閣を完成し
ました。

 当⽇は敬⽼の⽇のお祝いのイベントの⼀環として、各施設で寄贈式をおこないました。『⻄⼩
岩』では、施設利⽤者6名が参加しました。今⽉誕⽣⽇を迎える94歳の利⽤者が代表として、天
守閣の模型に⾦⾊が塗られていない⼀部分に最後のひと塗りをしてもらい完成させました。

 天守閣の模型を間近で⾒た⾼齢者は「ツキがきそう」「華やか」「元気になりそう」などの声
があがり、プロジェクトに参加した社員からは「⾼齢者の⽅々の笑顔が⾒れて良かった」「想像
していたより喜んでくれて良かった」など感想を述べました。今後は施設内の展⽰だけでなく、
天守閣の模型は地域の⽅にも⾒られるように、地域のお祭りなどの機会にあわせて⼀般公開を検
討しています。
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 また、昨年寄贈した⾼齢者グループホームの利⽤者に天守閣についてのアンケートをおこなっ
たところ、「利⽤者同⼠の話題づくりになっている」「室内の雰囲気が明るくなった」など好評
となっています。

 代表でひと塗りする94歳の利⽤者
https://www.atpress.ne.jp/releases/193920/img_193920_1.jpg

 『⻄⼩岩』の寄贈式の様⼦
https://www.atpress.ne.jp/releases/193920/img_193920_2.jpg

 ■増加し続ける要介護者 安⼼・安全な⽣活⽀援が必要
⽇本が突き進んでいる⾼齢化社会は、同時に要介護者の社会でもあります。要介護認定を受けて
いる⽅は2000年に218万⼈でしたが、僅か15年後の2015年には608万⼈に増⼤し、今後も増え
続けると予想されています(平成28年・厚⽣労働省⽼健局調べ)。
また、⾼齢者の事故の実に77％が住居内で起こっており(平成29年・内閣府調べ)、多くが居室や
階段などで発⽣しています。そのため、屋内の事故がきっかけで寝たきりや要介護者になる⼈も
数多くいる現状です。
当社は、⾼齢者の安⼼・安全な⽣活⽀援として、⼿すりや段差解消などの介護リフォームをおこ
なっています。本プロジェクトを通じて、多くの⽅に⼿すりなどの介護リフォームを⾝近に感じ
てもらうきっかけにつながればと考えています。

 ⾼齢者 屋内の事故発⽣場所
https://www.atpress.ne.jp/releases/193920/img_193920_5.jpg

 今後も引き続き、⾼齢者の⽅に元気づけと地域の活性化を⽬的に、本プロジェクトを継続して
いきます。また、全国の介護リフォーム事業者にも本プロジェクトのような取り組みが拡⼤して
いき、全国に要介護者の暮らしやすさの創出につながればと考えています。

 【プロジェクトの詳細】
名称 ：『⾃⽴⽀援で必要不可⽋の⼿すりを利⽤！第2回天守閣作成プロジェクト』
スケジュール：2019年8⽉2⽇ プロジェクトスタート
2019年8⽉3⽇〜8⽉31⽇ 作業〜完成
2019年9⽉16⽇ 敬⽼の⽇ ⾼齢者デイ・サービス事業所へ寄贈
参加者 ：法⼈契約をしているフランチャイズ店 2店舗
・介護リフォーム本舗 江⼾川店(ニューワンズ株式会社)
東京都江⼾川区⻄⼩岩3-7-2
・介護リフォーム本舗 葛飾店(株式会社サンセルモ)
東京都葛飾区⽴⽯1-2-11
模型サイズ ：約 幅900mm×奥⾏900mm×⾼さ1,500mm
素材 ：『介護リフォーム本舗』の協⼒の元、端材の部材を提供
・⼿すり
サイズ…直径35mm⼜は32mm×2,000mm
端材の本数…300本以上
・補強板
サイズ…縦80mm×横2,000mm×幅15mm
枚数…150枚以上
使⽤⽅法 ：⼿すりの端材を切断して、
ブロックのようにパーツを積み上げていく。
作業⼯程 ：「設計」「切断」「組⽴」「塗装」「運営管理」の5部⾨を
希望者が責任を持って担当。
寄贈先 ：真情デイ・サービスの3施設
『きらめき』(住所：東京都江⼾川区⻄⼩岩1-5-6)
『⻄⼩岩』(住所：東京都江⼾川区⻄⼩岩3-7-2)
『細⽥』(住所：東京都葛飾区細⽥5-23-2)
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 【真情デイ・サービスについて】
ニューワンズ株式会社(本社：滋賀県⼤津市、代表取締役：新庄 ⼀範)が運営する『真情デイ・サ
ービス』は、⺠家活⽤型⼩規模デイ・サービスを提供。「認知症ゼロ社会を実現し、認知症を希
望に変えること」を⽬指し、「⼀⼈ひとりの笑顔と⼀⽇⼀⽇の歓びのために、笑いとぬくもりあ
ふれる場をつくり続ける」ことを使命として活動し、滋賀県に7施設、東京に3施設を展開してい
ます。

 【店舗概要】
店名 ： 介護リフォーム本舗
設⽴ ： 2013年
店舗数 ： 全国に78店舗(直営店は4店舗)
(宮城県1店舗、岩⼿県1店舗、東京都16店舗、
神奈川県12店舗、埼⽟県11店舗、群⾺県2店舗、
茨城県1店舗、栃⽊県1店舗、千葉県7店舗、⼭梨県1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2店舗、熊本県1店舗、⼤分県2店舗
⿅児島県1店舗)
URL ： https://kaigor.com/

 ⼯事実績： 45,000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
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 介護リフォーム本舗 ロゴ
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 【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 ： 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

 全国⼤会2019・10周年記念式典
https://www.atpress.ne.jp/releases/193920/img_193920_9.jpg

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。弊社が、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

  「⼆層ドラム式」洗濯乾燥機な
ら、⼿間と時間の短縮に！
LG on LEE

PR

記憶⼒低下と⾷事に深い関係
が？カギとなる意外な⾷材
ニッスイ

PR

知らなきゃ損！⾎圧上昇の意外
な理由と⼿軽な対策法
エーザイ

PR

国⺠⺠主党の⽟⽊雄⼀郎代表 
韓国議員団に「請求権協定絶…

全国のインフラ「５年以内に修
繕必要」８万カ所 点検で判…

【働き⽅ラボ】痛いこだわり、
気づけば閉店 ⾃分探しの終…

トイレリフォームの相場をTOTO
ご紹介
TOTO

PR

「定年後は引っ越すか」家の最
⾼査定額を事前に知る⽅法
リビン・テクノロジーズ

PR

新卒退職率90％だった東証2部
上場の不動産会社が、 社員か…
BizHint

PR

Recommend

⽇経平均 21410.20 +68.46 TOPIX 1572.90 +4.03 ドル円 106.79-106.80 マーケット情報⼀覧

MENU Search

https://www.atpress.ne.jp/releases/193920/img_193920_8.jpg
https://universalspace.jp/
https://www.atpress.ne.jp/releases/193920/img_193920_9.jpg
https://www.atpress.ne.jp/contact/
http://sankei2ad.durasite.net/A-affiliate2/mobclick?campid=83896&creid=83897&keyword=biz.company.text.01&uaid=0&info=16875660615701792254510094&kuid=&ksegments=&requireUid=true&rid=1687566091570179224585792931647
https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sankeibiz.jp%2Fbusiness%2Fnews%2F190924%2Fprl1909241419118-n1.htm
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.sankeibiz.jp%2Fbusiness%2Fnews%2F190924%2Fprl1909241419118-n1.htm&text=%E2%80%9C%E6%89%8B%E3%81%99%E3%82%8A%E2%80%9D%E3%81%AE%E7%AB%AF%E6%9D%90%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%80%80%E9%AB%98%E3%81%951.5m%E3%81%AE%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E3%80%80%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E3%81%AF3%E3%82%AB%E6%89%80%E3%81%AB%E5%AF%84%E8%B4%88%E3%80%80%E9%BB%84%E9%87%91%E3%81%AE%E5%A4%A9%E5%AE%88%E9%96%A3%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%80%80%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A7%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%AB%E5%85%83%E6%B0%97%E3%81%A5%E3%81%91&via=SankeiBiz_jp
https://line.me/R/msg/text/?%E2%80%9C%E6%89%8B%E3%81%99%E3%82%8A%E2%80%9D%E3%81%AE%E7%AB%AF%E6%9D%90%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%80%80%E9%AB%98%E3%81%951.5m%E3%81%AE%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E3%80%80%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E3%81%AF3%E3%82%AB%E6%89%80%E3%81%AB%E5%AF%84%E8%B4%88%E3%80%80%E9%BB%84%E9%87%91%E3%81%AE%E5%A4%A9%E5%AE%88%E9%96%A3%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%80%80%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A7%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%AB%E5%85%83%E6%B0%97%E3%81%A5%E3%81%91%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fwww.sankeibiz.jp%2Fbusiness%2Fnews%2F190924%2Fprl1909241419118-n1.htm
http://getpocket.com/edit?url=https%3A%2F%2Fwww.sankeibiz.jp%2Fbusiness%2Fnews%2F190924%2Fprl1909241419118-n1.htm&title=%E2%80%9C%E6%89%8B%E3%81%99%E3%82%8A%E2%80%9D%E3%81%AE%E7%AB%AF%E6%9D%90%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%80%80%E9%AB%98%E3%81%951.5m%E3%81%AE%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E3%80%80%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E3%81%AF3%E3%82%AB%E6%89%80%E3%81%AB%E5%AF%84%E8%B4%88%E3%80%80%E9%BB%84%E9%87%91%E3%81%AE%E5%A4%A9%E5%AE%88%E9%96%A3%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%80%80%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A7%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%AB%E5%85%83%E6%B0%97%E3%81%A5%E3%81%91
http://www.sankeibiz.jp/business/print/190924/prl1909241419118-c.htm
mailto:?subject=%E2%80%9C%E6%89%8B%E3%81%99%E3%82%8A%E2%80%9D%E3%81%AE%E7%AB%AF%E6%9D%90%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%80%80%E9%AB%98%E3%81%951.5m%E3%81%AE%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E3%80%80%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E3%81%AF3%E3%82%AB%E6%89%80%E3%81%AB%E5%AF%84%E8%B4%88%E3%80%80%E9%BB%84%E9%87%91%E3%81%AE%E5%A4%A9%E5%AE%88%E9%96%A3%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%80%80%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A7%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%AB%E5%85%83%E6%B0%97%E3%81%A5%E3%81%91&body=%E2%80%9C%E6%89%8B%E3%81%99%E3%82%8A%E2%80%9D%E3%81%AE%E7%AB%AF%E6%9D%90%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%80%80%E9%AB%98%E3%81%951.5m%E3%81%AE%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E3%80%80%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E3%81%AF3%E3%82%AB%E6%89%80%E3%81%AB%E5%AF%84%E8%B4%88%E3%80%80%E9%BB%84%E9%87%91%E3%81%AE%E5%A4%A9%E5%AE%88%E9%96%A3%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%80%80%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A7%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%AB%E5%85%83%E6%B0%97%E3%81%A5%E3%81%91%0d%0ahttps://www.sankeibiz.jp/business/news/190924/prl1909241419118-n1.htm%0d%0a%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E5%90%91%E3%81%91%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9(%E6%9C%AC%E7%A4%BE%EF%BC%9A%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E3%80%81%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%EF%BC%9A%E9%81%A0%E8%97%A4%20%E5%93%89)%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A7%E6%9C%80%E3%82%82%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AE%E9%AB%98%E3%81%84%E2%80%9C%E6%89%8B%E3%81%99%E3%82%8A%E2%80%9D%E3%81%AE%E7%AB%AF%E6%9D%90%E3%82%92%E2%80%A6
https://b.hatena.ne.jp/entry/www.sankeibiz.jp/business/news/190924/prl1909241419118-n1.htm
https://www.atpress.ne.jp/news/193920
http://www.atpress.ne.jp/
https://lee.hpplus.jp/column/1466043/?utm_source=LEE%20outbrain%20AD&utm_medium=banner&utm_campaign=LEE%20outbrain%20AD%2020190927&obOrigUrl=true
https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=FC7xUy4J&ai=7599T0NOBRP190724p&obOrigUrl=true
https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=Y4RftHKp&ai=OS1907163489&obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190802/mca1908021224015-n1.htm?obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190812/mca1908120500002-n1.htm?obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/190801/ecd1908010700001-n1.htm?obOrigUrl=true
https://jp.toto.com/reform/library/cost/price/toilet/?utm_source=outbrain&utm_medium=recommend&utm_campaign=1810_remodel&utm_content=cost_toilet&obOrigUrl=true
https://lp.lvnmatch.com/sell/article/04.html?obOrigUrl=true
https://bizhint.jp/report/265734?utm_source=Outbrain&utm_medium=Discovery&utm_campaign=0512_nonMSN&utm_content=%E6%96%B0%E5%8D%92%E9%80%80%E8%81%B7%E7%8E%8790%EF%BC%85%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%E6%9D%B1%E8%A8%BC2%E9%83%A8%E4%B8%8A%E5%A0%B4%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%8C%E3%80%81+%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%8B%E3%82%89%E6%84%9B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%8C%E5%83%8D%E3%81%8D%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%84%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%A7&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&trcd=ob_0512_nonMSN_$section_name$&obOrigUrl=true
http://www.sankeibiz.jp/macro/finance.html
http://www.sankeibiz.jp/


Recommended by

仕事・キャリア

ビジネス

経済・政治

ライフ＆マネー

最新ニュースをもっと⾒る

台⾵で倒壊のゴルフ練習場鉄
柱、都内業者が無償撤去へ …

【ＣＡのここだけの話】“裏
技”で空港ラウンジ利⽤ カー…

【ＣＡのここだけの話】ＣＡが
キュンとしてしまう瞬間 お…

「練習変えたらスコア100切
り!?」2年でプロになった男が…
ゴルフライブ

PR

サンスター開発！⻭周病、予防
ではなく症状に「効く」
サンスター

PR

「英会話レッスンやめました」
通訳になった⼥性の英語勉強…
ウェンズデー

PR

【ＣＡのここだけの話♪】外資
系ＣＡの特権でサーフィンざ…

ブルックス ブラザーズ名作ジャ
ケットでファッションの完成…
BROOKS BROTHERS on Esquire

PR

ＷＴＯ理事会 「輸出管理の議
論なじまない」 対韓輸出管…

⽂政権が韓国紙⽇本語版を「売
国的」と批判 事実上の⾔論…

⽴⼭信仰、写真でＰＲ 富⼭県
のテーマパークで撮影可能に

学校給⾷にチキンラーメン 発
祥の⼤阪・池⽥

関⻄電⼒、元助役関係会社への発注⼯事の７割超で事前情報を提供 ・
トヨタ労使、異例の秋交渉 春闘で持ち越し 冬賞与めぐり９⽇開催・

「⾃賠責保険料 繰り戻しを」考える会が現状を説明・
旧東芝メモリ年初上場検討 ⽉内にも予備申請へ 市況回復で⽣産増強・

対象店検索アプリで不備 経産省、ポイント還元めぐり・
アルバイトでも法⼈カード 国内初、経費精算⼀体型のプリペイドカードが登場・

英語⺠間試験、私⽴⼤４割が利⽤せず ⽂科相「⽬指した状況になっていない」・
胃、⼗⼆指腸潰瘍の薬を回収 「ラニチジン塩酸塩」販売各社・

キャリア ローカリゼーションマップ 話題・その他

Latest News

Line Up

⽇経平均 21410.20 +68.46 TOPIX 1572.90 +4.03 ドル円 106.79-106.80 マーケット情報⼀覧

MENU Search

https://www.outbrain.com/what-is/default/japanese
http://www.sankeibiz.jp/workstyle/workstyle.htm
http://www.sankeibiz.jp/business/business.htm
http://www.sankeibiz.jp/macro/macro.htm
http://www.sankeibiz.jp/econome/econome.htm
http://www.sankeibiz.jp/flash/lists/flash-n.htm
https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/190927/cpd1909271007002-n1.htm?obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/190930/ecd1909300705001-n1.htm?obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/190722/ecd1907220705001-n1.htm?obOrigUrl=true
https://g-live.info/product/book/outbrain5/?obOrigUrl=true
https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=J5hAP6dz&ai=GM100448&obOrigUrl=true
https://www.simpleenglish81.com/181005/index.html?obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/gallery/news/181126/gll1811260700001-n1.htm?obOrigUrl=true
https://www.esquire.com/jp/mensclub/a28995943/brooks-brothers-american-trad-style-190911/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=brooks201909&obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190725/mca1907251207008-n1.htm?obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190718/mcb1907181300015-n1.htm?obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/econome/news/190907/ece1909071400001-n1.htm?obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/econome/news/190808/ecc1908081355001-n1.htm?obOrigUrl=true
http://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/191004/cpd1910041101002-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/191004/ecd1910040945001-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/business/news/191004/bsc1910041732018-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/business/news/191004/bsc1910041726017-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/191004/mca1910041744013-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/191004/mca1910041603012-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/191004/eci1910041328001-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/191004/ecb1910041243003-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/191004/wsa1910040645001-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/191004/ecc1910040700001-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/business/news/191004/bsm1910040500002-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/macro/finance.html
http://www.sankeibiz.jp/


「役員がポルシェで豪遊」“ノン
シリコン”の⽕付け役が４年で…

「嫌い」を「好き」にするマッ
ピングとは 壁は案外⾼くない
安⻄洋之

フレックスタイム制、再び脚光
も利⽤者がどれだけいるか …

インスタ映え⽬的で⼤量の⾷べ
残しが批判の的に 法的責任…

社会・その他
もっと⽂化の教育を、中国との
つきあい ファストリ・柳井…

話の肖像画
健康だけでなく幸福な時間も 
⼈気を集める⾃然素材のおや…
吉⽥由紀⼦

５時から作家塾

評価に不満を抱く社員の傾向 
期末に悩む経営者の本⾳
橋本真⾥⼦

元受付嬢ＣＥＯの視線
「それ、先に⾔ってよ」 “隠れ
た前提”にあなたは気づけてい…
苅野進

今⽇から使えるロジカルシンキング
合格に導く「過去問フォーメー
ション」とは？ 受験⽣のや…
吉⽥克⼰

受験指導の現場から

⼥性部下の副業認めるメリッ
ト・デメリット やる気上が…
成井五久実

⼥性起業家のＯＬトリセツ
新型スカイラインは⽇産ブラン
ドを救えるか？ いつしか迷…
⽊下隆之

試乗スケッチ
寝ている間に体を整えるマット
レス「ハノン」
産経ネットショップ

Shopping

この⼈がバンクシー？ 英⺠放、
古い取材映像発⾒

「モンスターハンター」シリーズ
誕⽣15周年の記念コラボモデル…

防衛装備品の輸出で⽇英連携 総
合⾒本市１１⽉開催、アジア市…

改修⼯事終えた東京タワーがリニューアルオープン 【⾼論卓説】韓国への輸出管理強化 ⾼まる中国依
存、技術移転の結果か

⽇経平均 21410.20 +68.46 TOPIX 1572.90 +4.03 ドル円 106.79-106.80 マーケット情報⼀覧

MENU Search

http://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/191004/wsa1910040645001-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/191004/ecc1910040700001-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/business/news/191004/bsm1910040500002-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/191004/cpd1910040655001-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/191004/wsa1910040705002-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/191004/ecb1910040700001-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/191003/ecd1910030710001-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/191003/ecd1910030700002-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/191002/eci1910020708001-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/191002/ecd1910020700002-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/191001/ece1910010700001-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/190912/ecg1909121200001-n1.htm
http://www.sankeibiz.jp/econome/news/190708/ecc1907081258002-n1.htm?obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/econome/news/191004/ecg1910041200001-n1.htm?obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/business/news/190905/bsc1909050500009-n1.htm?obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/econome/news/190927/ece1909271011002-n1.htm?obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/business/news/190726/bsm1907260500003-n1.htm?obOrigUrl=true
http://www.sankeibiz.jp/macro/finance.html
http://www.sankeibiz.jp/


SankeiBizについて
利⽤規約
プライバシーポリシー
知的財産ポリシー
広告掲載
運営会社

Find more articles

Follow us on SNS

SankeiBiz © 2019 SANKEI DIGITAL INC.

【ＣＡのここだけの話】衝撃を受けたイスラム教国
家 ⽇本との違いに最も驚いた２カ国

「気軽に家の価値を知りたい」45秒で最⾼査定⾦額
を知る⽅法
リビン・テクノロジーズ

PR

ラグビー開催12地区のご当地グルメが当たる!?あな
たの応援がチカラになる
開催地新聞社協議会

PR

カネは落とさず、街荒らす ｢クルーズ船で観光振興｣
はとんでもないウソだ

なぜ⽇本で「無電柱化」進まない
のか 東京２３区でも８％

あなたの知らなかった12種類の全
⽶⼈気商品
Next Tech

PR

「役員がポルシェで豪遊」“ノンシ
リコン”の⽕付け役が４年で潰れ…

クレジットカード利⽤者に現⾦が
戻る？
司法書⼠法⼈中央事務所

PR

コツは「ドラマ」を「楽しむ」だ
け！話題の英語勉強法
Creajoy on about-time

PR

中国ＥＶ電池、再編の波 品質・
供給を適正化 資源開発と垂直…

Search

⽇経平均 21410.20 +68.46 TOPIX 1572.90 +4.03 ドル円 106.79-106.80 マーケット情報⼀覧

MENU Search

http://www.sankeibiz.jp/about/
https://www.sankei-digital.co.jp/others/kiyaku.html
https://www.sankei-digital.co.jp/others/privacy.html
https://www.sankei-digital.co.jp/others/iproperty.html
https://www.sankei-digital.co.jp/advertising/index.html
https://www.sankei-digital.co.jp/
https://www.facebook.com/SankeiBiz
https://twitter.com/SankeiBiz_jp
https://www.bloomberg.co.jp/
http://www.business-i.jp/corp/
https://learning.sankei.co.jp/
https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/190805/ecd1908050705001-n1.htm?obOrigUrl=true
https://lp.lvnmatch.com/sell/article/07.html?obOrigUrl=true
https://rugby-tweet.com/?obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/190811/cpd1908110902001-n1.htm?obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/190927/cpd1909271008003-n1.htm?obOrigUrl=true
https://r.securefunnel.io/08c7a654-fd0f-4b8c-b90b-07fb9879aa25?pub=$origsrcid$&ad=00f1a5f69b1b4d94c1732c7f26d8443546&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&publisherid=$publisher_id$&publishername=$publisher_name$&adtitle=%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AE%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F12%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%AE%E5%85%A8%E7%B1%B3%E4%BA%BA%E6%B0%97%E5%95%86%E5%93%81&geo={geo}&obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/191004/wsa1910040645001-n1.htm?obOrigUrl=true
https://www.708090.jp/lp/kage/index2.html?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=003&utm_content=kage-kage005&obOrigUrl=true
https://about-time.net/ism0457_3/?obOrigUrl=true
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190329/mcb1903290710001-n1.htm?obOrigUrl=true
http://www.sankeibiz.jp/macro/finance.html
http://www.sankeibiz.jp/

