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介護保険対象の5種類 ⼿すりや段差解消・・・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
匠⼒ある介護リフォームを追求 第2回『デザインアワ
ード』10⽉26⽇より再募集
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、10⽉25
⽇で締め切った第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10⽉26⽇より再
募集を開始します。
画像1:

第2回デザインアワード
(1)【拡⼤】

チラシ

https://www.atpress.ne.jp/releases/231999/LL_img_231999_1.jpg
第2回デザインアワード チラシ(1)
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。10⽉1⽇から25⽇で受付・募集をおこないましたが、募集期
間が短かったため11⽉18⽇(⽔)まで再募集する運びとなりました。

今週のトピックス
「芸能」ランキング

ニュース

フォト

爆問・太⽥光、渡部会⾒１⽇前に爆笑ボ…
Ｍ－１王者はマヂカルラブリー「どうし…
坂上忍、ボートレース「グランプリ」を…

当社は介護リフォームのフランチャイズチェーン『介護リフォーム本舗』を運営し、関東

吉本坂４６公演でクラスター

１２⼈が…

を中⼼に北は北海道、南は⿅児島県まで全国93店舗まで拡⼤。「⼿間がかかる」「単価が安

爆笑問題・太⽥、週刊誌に名誉毀損で勝…

い」と建設業者に後回しにされがちな介護リフォームを、業界では初めて効率化・システム

志らく、Ｍ－１審査の葛藤明かす「漫才…

化することに成功し、2013年にフランチャイズ展開を開始。単価が低くても収益につなげ
られるビジネスモデルを構築し、2016年には経済産業省の「先進的なリフォーム事業者表

Sanspoスペシャル

彰」にも選出されました。⼯事実績は55,000件を超えています。
https://www.sanspo.com/geino/news/20201026/prl20102611210075-n1.html
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■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、⼿すりの取付や段差解消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。北海道から沖縄まで16歳〜52歳の幅広い年齢層から18
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。
画像2: https://www.atpress.ne.jp/releases/231999/LL_img_231999_3.jpg
第1回 最優秀賞作品
■介護保険対象5種類のデザインを募集
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、理学療法⼠を審査員に迎えます。
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。
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。
【第2回デザインアワードの概要】

企画特集

PR

ネット碁会所
始めよう、⾃宅でネット対局︕

＜テーマ＞
by Taboola

『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』
＜内容＞

50代からの本命オールインワンモニター
募集※１世帯様1回限り
ビトアス｜サントリー | スポンサー

キーンと⽌まない⽿鳴りは、医薬品で治
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 ります
器への交換」の5種類にテーマを絞り⾼齢者、家族、介護者のみんながほっと笑顔になれる

源平製薬 | スポンサー

デザインアイデアを募集。
＜審査基準＞
・テーマに沿ったデザイン提案であること
・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＞
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・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)
・加島 守(⾼齢者⽣活福祉研究所 理学療法⼠ 所⻑)
・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 ︓ 10⽉1⽇(⽕)〜11⽉18⽇(⽔)
作品応募︓ 10⽉1⽇(⽕)〜11⽉18⽇(⽔)
審査⽇ ︓ 11⽉26⽇(⽊)
結果発表︓ 11⽉27⽇(⾦)
授賞式 ︓ 12⽉3⽇(⽊)Zoom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/competition/
＜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
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＜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
店舗数 ︓ 全国に93店舗(直営店は4店舗)
(北海道1店舗、宮城県1店舗、東京都22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2店舗、
千葉県9店舗、愛知県4店舗、三重県1店舗、岐⾩県1店舗、
静岡県4店舗、⼤阪府8店舗、兵庫県2店舗、福井県1店舗、
富⼭県1店舗、⽯川県2店舗、岡⼭県1店舗、広島県3店舗、
福岡県2店舗、熊本県1店舗、⿅児島県1店舗)
URL ︓ https://kaigor.com/
⼯事実績︓ 55,000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
2019年度 10,500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
2019年12⽉ 10億900万円
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
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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 ︓ 28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
プレスリリース詳細へ

提供︓@Press

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、https://www.atpress.ne.jp/contact/まで直接ご連絡ください。
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仲村 トオルの妻がこの⼈だなんて信じられない
The Financial Mag | スポンサー

「ジム辞める⼈続出」製薬会社が開発した和菓⼦の減量法がスゴイ
⿊糖抹茶⻘汁寒天ジュレ | スポンサー

キーンと⽌まない⽿鳴りは、医薬品で治ります
源平製薬 | スポンサー
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「3年半待ってでも受けたい!」と絶賛される整体院に⾏ってみた
治療院マーケティング研究所 | スポンサー

なぜ⾎圧は⾼くなる︖意外な原因と知っておくべきリスクとは
エーザイ株式会社 | スポンサー

腹部肥満傾向の⼈は要チェック︕内臓脂肪の賢い減らし⽅
ライオン株式会社 | スポンサー

YouTubeで⼈気の整体師が、たった3秒脚をクロスさせるだけの整体⼿技をやってみた!
治療院マーケティング研究所 | スポンサー

4週間で⾎圧がおだやかに︕⼿軽な対策法は
エーザイ株式会社 | スポンサー

50代からの本命オールインワンモニター募集※１世帯様1回限り
ビトアス｜サントリー | スポンサー

抽選で1万名様無料︕クイズに挑戦
[PR]DHA&EPA+セサミンEX | スポンサー

腹部肥満傾向の⼈に教えたい、内臓脂肪を減らす⽅法
ライオン株式会社 | スポンサー

⽼眼鏡世代の愛⽤者続出︕ロート製薬の「⽬のサプリ」がすごい
ロート製薬 | スポンサー
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もっと⾒る

マスク姿を楽しくオシャレに【⼀凛チャーム】
マスクチャーム販売開始︕
パンに合うカップ麺「QTTA

京くみひもの技術を使った和モダンな

みそクリームオニオン味」が登場︕2021年1⽉4⽇(⽉)

12.21 14:02
12.21 14:02

低温暖化冷媒R32を⽤いた空調機の販売における ＳＤＧｓリース『みらい2030?』の取
り扱い開始について

12.21 14:02

最新鋭の航空デジタルカメラ「ＤＭＣ３」を⽇本で初めて導⼊しました。

12.21 14:02

業界初、LONGiが太陽光発電パネルの年間出荷量20GWを達成

12.21 13:51

Occlutechの⼼房流量調整装置（AFR）が⽶FDAの画期的医療機器指定を取得

12.21 13:51

⽇照市サンシャインコースト近くの緑道を中国ブティックツーリストルートに選定

12.21 13:51

『ドラゴンポーカー』で年末年始スペシャルダンジョン「遥かなるキャロル」が12⽉21
⽇（⽉）より開催︕邪神達のクリスマス

12.21 13:51

JIG-SAWのグローバルIoTデータコントロール事業を軸にした株主様向け「IR情報冊
⼦」のご案内

12.21 13:51

IR（統合型リゾート）に関する事業ストラクチャー及び融資スキームの検討と関連する
リスク【会場受講先着15名様限定】

12.21 13:42
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