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⼿すりや段差解消……介護保険対象の5種に絞った 第2回デザインアワード 最優秀賞は「ブライン
ドア(炭型)」 介護を変えるデザインの可能性 計6名が各賞受賞 オンライン授賞式 12⽉3⽇に開催
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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。
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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、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』を開催し、選考の結果、最優秀賞をはじめ、各賞の受賞者を11⽉27⽇に決定しました。授賞
式を2020年12⽉3⽇にオンラインでおこないます。

 

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。

 

■介護リフォームで暮らしを豊かに 発想豊かなアイデア求め開催
 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。

 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。

 

全国の14歳〜54歳の幅広い年齢層から15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。

 続きを読む

SEOTOOLS内検索  検索

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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