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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
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@Pressリリースへ

SEOに役⽴つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配
信致します。

メールアドレスを⼊⼒
登録  解除  powered by blaynmail

 SEO関連
Google｜ Yahoo｜ MSN｜ SEO｜ SEM｜ LPO｜ サービス
｜ コンピュータ｜ 会計｜ 商品｜ システム｜ 通信｜ 検索
｜ 調査｜ 提供｜ コンサルティング｜ ベンチャー｜ セミ
ナー｜ コンテンツ｜ サイト｜ 携帯｜ ＩＴ｜ 事業｜
HTML｜ PHP｜ Ruby｜ SQL｜ オープンソース｜ アプリ
ケーション｜ 過払い｜ 薬剤師｜ レンタルサーバー｜ 探偵
｜ 融資｜ ローン｜ 留学｜ 不動産｜ キャッシング｜ ホス
ティング｜

SEO対策
SEOとは︖
SEO対策を⾃分で︕
WEBマスターによるSEO対策の⼿順

SEOの基礎知識
検索順位とは︖
ページランクとは︖
トラフィックランキングとは︖
インデックス数とは︖
被リンク数とは︖
キーワード率とは︖
強調タグとは︖
ドメイン取得年⽉⽇とは︖

SEOを意識したサイト作り
ドメイン・サーバを⽤意する
管理ツールを利⽤する
アクセス解析をする

サイトマップの作成
サイトマップとは︖
サイトマップの有効性
サイトマップの好例

サイトの登録
サイト登録とは︖
Google・Yahoo・Bingのサイト登…

カテゴリ（ディレクトリ）登録
カテゴリ登録とは︖
Yahoo!カテゴリ
クロスレコメンド
iディレクトリ
SASOUディレクトリ
産経ディレクトリ
カテゴリ登録徹底⽐較

カテゴリ登録（モバイル
クロスレコメンドモバイル

検索エンジン登録
検索エンジン登録とは︖
語弊のある呼ばれ⽅なので注意︕
検索エンジン登録は、SEOに有効…
検索エンジン登録をされる場合の…
有効な検索エンジン登録サービ…
検索エンジン登録パックとは︖

テキスト広告
テキスト広告とは︖
テキスト広告はSEOに有効なのか︖
有効なテキスト広告サービスの…

検索連動型(リスティング)広告
Yahoo!リスティングとは︖
Googleアドワーズとは︖
レモーラリスティングとは︖

 
SEOに関連するニュースリリースを公開しております。

 最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活⽤下さい。

ニュースを検索  検索

 前へ戻る

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: 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。

 

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。

 

■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

続きを読む
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SEOTOOLSは、サイトのアクセスアップに必要なSEO対策ツールを無料提供中。まずはSEOアクセス解析ツールをご体験下さい。
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