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グッドデザイン金賞

　公益財団法人日本デザイン振興会（会長 : 川上元美）
は、主催事業であるグッドデザイン賞の 2015 年度受
賞結果を 2015 年 9 月 29 日に発表しました。
　本年度のグッドデザイン賞は、のべ 3,658 件のデザ
インを対象に審査を実施した結果、1,337 件の受賞が決
定しました。この中には、独自性、提案性、審美性、
完成度などの点で特に高く評価され、今後決定する特
別賞各賞の候補となる 100点である「グッドデザイン・
ベスト 100」が含まれるほか、東日本大震災の復興促
進を目的に 2011 年度から実施している特例措置枠（※

での受賞が 60件、海外事業連携の一環となるタイ、イ
ンド、シンガポールからの受賞 51件が含まれています。
　このほか、これまで 10 年以上にわたって生産と販
売が続けられ、市場からの高い支持を得ている商品な
どに贈られる「グッドデザイン・ロングライフデザイ
ン賞」は 33 件が受賞しました。
　リビングアメニティ協会会員企業様の受賞商品の一
部を紹介させていただきます。

2015 年度グッドデザイン賞受賞発表される

【社　　名】株式会社日立ビルシステム

【製品名称】エレベーター［HUMAN FRIENDLY コンセプトモデル「HF-1」］

【製品概要】都市の高度利用に伴う動線の複雑化や、セキュ
リティ強化による動線の分断が、新たな移動バリアとし
て顕在化してきている。従来から日立では昇降機のユニ
バーサルデザインを積極的に推進してきたが、この新た
な課題を解決するために、真に円滑な移動の提供を目的
とした開発コンセプト「HUMAN FRIENDLY」を策定
した。その第１弾が本製品の開発である。
利用者の無意識な行動や心理に着目し、ストレスの無い
移動のデザインをめざした。直感的に使える分かり易い
操作や表示、閉所感を緩和する天井高や生体リズムに配
慮した照明色の自動切替えによる快適性の提供など、さ
まざまな利用者がことさら意識することなく円滑に移動
できる昇降空間をリデザインした。

【デザイナー】ナオトフカサワデザイン　深澤直人
株式会社日立製作所 研究開発グループ 東京社会イノ
ベーション協創センタ　小町章、白井晃平、徳永竜也、
福原聖人

【評価コメント】前世紀超高層化した都市は、2050年に向かっ
て超高速ネットワークに接続するために、大深度地下化
せざるを得ない。羽田で、品川で、未来の東京の滑らか
な縦のモビリティをイメージさせる天井高や照明まで考
え抜かれた革新的なデザインのエレベーター。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.hbs.co.jp/human_friendly/index.html

会員トピックス

（※ グッドデザイン賞応募に要する全費用の免除を中心とする措
置を適用。
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【社　　名】クリナップ株式会社

【製品名称】流レールシンク

【製品概要】調理や洗い作業の水でゴミを流せるキッチンシンク。本製品は作業中の水を利用し、ゴミを流せる構
造を有する。底面が水の流れる方向と同じ手前に傾斜し、ゴミを排水口まで導く水路を設けたことで効率的に
ゴミを流すことができる。また排水口がゴミの発生しやすい調理面側にあり、ゴミの広がりを最小限に抑える。
結果、余計な水を使わずシンクがキレイになるので、節水、時短、ストレスの軽減につながる。

【デザイナー】クリナップ株式会社 開発本部　間辺慎一郎、五代真規

【評価コメント】水の流れを変えるという発想によっ
て、シャワーで洗い流す最後のひと手間と、調
理中によく目にしていたシンクに散らかったゴ
ミを軽減させる。見えるゴミが減ってゆくこと
は気持ちの良いことで、料理の回数が増えるか
もしれないし、一手間加わるかもしれない。
シンクに使われているステンレス材は汚れが落
ちやすいようにコーティングされ、色も少し明
るく感じられる質感。排水口三角網カゴもトー
タルに合わせて美しくデザインされていて、汚
れの集積となっていたエリアを美しく使いやす
く整えることはデザインの大切な使命だと考え
る。気持ちの良い毎日のためのデザインに拍手
を送りたい。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://cleanup.jp/sp-nagarail/

【社　　名】アイホン株式会社

【製品名称】家庭用居室インターホン［テレビドアホン　WK-2ME-T］

　

【製品概要】玄関子機 2台、ワイヤレス子機 3台まで接続可能な
家庭用テレビドアホンシステムの居室親機。 
本商品は、静電容量スイッチを採用することで、インテリア
に自然に溶け込むフラットなデザインを実現した。使いやす
さを配慮して、操作エリアの面積と文字表記を大きくした。
ボタンの溝など機器表面の隙間や凹凸がなくなり、清掃が簡
単になった。 
またワイヤレス子機を接続すれば場所を選ばず来客応対でき
る。 
他にも留守時の来客の確認に便利な録画機能搭載した。
玄関映像も左右画角約 170 度のパノラマワイドで、玄関先を
ほぼ真横まで見渡せることが出来、離れて立っている人や背
の高い人、背の低い子供も確認が可能。

【デザイナー】アイホン株式会社 商品企画室

【評価コメント】ボタンの溝など機器表面の隙間や凹凸がなくな
り、フラットで美しく、メンテナンス性が良いことを評価し
た。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.aiphone.co.jp/products/detached/tv_handsfree/wk-24/
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【社　　名】株式会社コロナ

【製品名称】コロナ　温水ルームヒーター

【製品概要】家庭用温水ルームヒーター。室外の熱源機により加熱した温水を室内機に循環させ、温風でお部屋を
足元から優しく温める。設置ニーズに合せ、リビング向けの大型タイプとパーソナル向けの小型タイプをライ
ンアップし、従来よりも暖房能力、省エネ性能、静音性を向上させ快適性を高めた。圧迫感を抑えたコンパク
トなフォルムとシンプルな造形により、住空間との調和を図った。

【デザイナー】株式会社コロナ 技術本部　廣田 潤

【評価コメント】温水ルームヒーターは、室外機で温められたお湯を室内に循環させて暖めるため、空気を汚さな
いクリーンな暖房が可能だが、本提案は無駄な造形要素の無い、見た目にもクリーンなデザインを提供してい
る点を評価した。大きく面を取られた背面形状と、コントラストのあるカラーリングによって視覚的な圧迫感
を抑えると共に、柔らかく湾曲した前面のパネルデザインは空間に適度な表情を与えている。背面の造形をも
う少し整理してあげることで、さらに質の高いデザインとなるだろう。

【ウェブサイトでの紹介ページ】http://www.corona.co.jp/heating/other_products/lp_danday/index.html

【社　　名】三協立山株式会社 三協アルミ社

【製品名称】住宅用サッシ『アルジオ』

【製品概要】サッシフレームを高耐久・高断熱構
造とすることで、従来品に比べ耐風圧性や水密
性能がワンランクアップ。　
下枠をフラット化し、レールの凹凸をなくすこ
とで、サッとひと拭きで掃除ができ、フレーム
自体を引手とすることでどこを持っても開閉操
作ができます。

【デザイナー】三協立山株式会社 三協アルミ社
技術開発統括部 商品企画部

【評価コメント】引違い窓の下枠をフラットにし、
スッキリした印象のデザインであり、手入れの
しやすさが実現されている。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://alumi.st-grp.co.jp/products/window/
algeo/index.html

CRH-600DS CRH-400DS リモコン



33ALIA NEWS vol.150  2016.01

【社　　名】パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

【製品名称】洗面ドレッシング CLine（シーライン）

【製品概要】空間や暮らしに合わせて多彩なプランが選べる、インテリア性に優れた普及価格帯の洗面化粧台です。
フロートプランや、間口に収まるワイドカウンタープランなど、お客様の様々なニーズに対応した商品構成が
できます。機能性重視になりがちだった洗面室を、インテリア性の高いパウダールームにすることを可能にす
るとともに、子どもから大人までの使いやすさに配慮した機能部材を充実させました。

【デザイナー】パナソニック株式会社 エコソリューションズ社　江川輝彦、大西晶子、玉泉洋文、山崎菜々子

【評価コメント】新築やリフォーム時の施工性に優れた洗面ユニット。ゆとりを持って設計対応している。コンパ
クト環境でも素材選定から天板サイズの自由度を高めるなど様々な問題を解消している。諦めてしまいそうな
部分までも選択の範囲に含まれている。併せて、収まりの美しさも良い出来栄え。

【ウェブサイトでの紹介ページ】http://sumai.panasonic.jp/dressing/c-line/

【社　　名】株式会社ノーリツ、株式会社ハーマン

【製品名称】ビルトインコンロ「ピアット」

【製品概要】幅広い年齢層をターゲットとした、ミドルグレードのビルトインガスコンロ。従来の飛び出た点消火
ボタンや火力レバーに替わる、収納できるボタンとわかりやすい LEDの火力表示を新たに開発してフラット
フェイスを実現。揚げ物などの「あたため」や、「トースト」モードを追加するとともに、庫内の臭いが軽減
できるクリーンモードを搭載（機種限定）してグリルの活用を図る。
次に使用するボタンが光ってお知らせするネクストナビにより使い易さも向上。フェイスパネルは、ユーザー
の好みによって選べるステンレス仕様と透明樹脂仕様の 2グレードを用意。

【デザイナー】株式会社ノーリツ　藤谷真次

【評価コメント】ミドルグレードのガスコンロに、
新規の機構・工夫を搭載することで、ハイエ
ンドな商品に匹敵するシンプルで整理された
造形を実現している。生活の中心ともいえる
食空間において、最も大きな普及価格帯需要
層に対し、良質なデザインと魅力的な機能を、
工夫と努力によって提供しようとしている。
店頭での見栄えを重視した差別化のためのデ
ザインとは一線を隔する、良質へ向かう姿勢
が高く評価された。
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【社　　名】株式会社パロマ

【製品名称】エコジョーズ風呂給湯器ブライツ用エネルックリモコン
『FELIMO（フェリモ）』

【製品概要】現代の住まい方に必要な調和性、機能性を提供し、エコジョーズと共に“至福”をお届けするリモコン。
調和と視認性、操作感の最適バランスを実現。

【デザイナー】株式会社パロマ 販売部 営業企画室 デザイングループ　有村淳一

【評価コメント】
ガスふろ給湯器を操作するリモコン。
写真では伝わりにくいが、取り付け
られるそれぞれの場所、リビングと
浴室を考慮した色調、形状、表面仕
上げとし、空間にとって調和性の高
いデザインとなっていることを評価。
シンプルですっきりしたデザインだ
が、入浴時に眼鏡を外していても見
やすいであろう、わかりやすさが配
慮されていることも評価された。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.paloma.co.jp/special/
felimo_brights/felimo/index.html

【社　　名】不二サッシ株式会社

【製品名称】エコ引違い雨戸スピーディ

【製品概要】日よけルーバーと網戸を内蔵した引違いタイプの雨戸です。戸袋スペースがないサッシに後付けでき、
リフォーム・新築両方に対応。取付は雨戸枠を網戸レールに固定し、雨戸パネルをセットするだけなのでスピー
ディに設置できます。

【デザイナー】不二サッシ株式会社 技術本部 商品開発部　佐藤克行

【評価コメント】日よけルーバーは内部にあるより、外部に
ある方が日射侵入率を抑える効果がある。夏季の冷房負
荷を抑えることができる環境配慮型商品。網戸レールに
固定するだけと、取り付け方法も容易なのが良い。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.fuj isash.co . jp/hp/news/news2015/
news20150604.htm



35ALIA NEWS vol.150  2016.01

【社　　名】株式会社ブリヂストン

【製品名称】樹脂製アダプター継手［らく楽アダプター］

【製品概要】「らく楽アダプター」は、給水給湯用の配管部材です。従来、給水給湯用継手の多くは金属製でしたが、
「らく楽アダプター」では、全て（または一部を）金属から樹脂に置き換えることに成功しました。
樹脂化により、（１）従来品対比最大 62％の軽量化、（２）軽量化による施工者の負担軽減、（３）結露発生の低減、
衛生性向上（錆発生・鉛溶出による衛生面での心配が少ない）といった居住者メリットの創出、（４）プライ
スダウン、（５）金属使用量低減による環境への配慮、を実現しました。本来、水栓器具に接続するネジがあ
る継手は樹脂化できないという業界の常識に挑戦し、試行錯誤を繰り返しながら製品化したものです。

【デザイナー】株式会社ブリヂストン　島村暁夫、柏又智明、深津俊輔

【評価コメント】細かい機構が大きく改善し
ていると言う事では無く、代用変更する事
でコストや施工性を大きく変える事が出来
た。その他、経年変化による耐久性などを
樹脂により高めている成果に今後の期待が
高まる。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.bridgestone.co.jp/products/
dp/pushmaster/index.html

【社　　名】文化シヤッター株式会社

【製品名称】シャッター用危害防止装置（マジックセーフ）

【製品概要】マジックセーフは防火シャッター等の最下部に設置する無線式危害防止装置で、シャッターが自動降
下した際に人や障害物を検知すると自動的に降下を停止させる挟まれ事故防止装置です。
従来の有線式にあった信号送信用コードが不要となります
ので、いたずら等による断線を防止し安全性を高められる
他、意匠性も向上します。さらに、一般的な無線式危害防止
装置の送信機にはバッテリーを必要としていますが、この
マジックセーフは自己発電による電力で信号送信するため、
送信機のバッテリーが不要となることも特徴になります。

【デザイナー】
購買部 係長　阿部裕輔、商品開発部 係長　橋本淳、
主任　長峰大輔

【評価コメント】
電源確保が困難な改修・補修等の場合は、バッテリー式が
選択されることが多く、設置後はバッテリーを交換するメ
ンテナンスが必要となったり、いざという時にバッテリー
不足により作動しないと言った課題がありました。
本製品は装置可動時の自己発電機構を有することで電気供
給の課題を解決している点で高く評価されました。
毎日の安全をさりげなく守る優れた商品です。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.bunka-s.co.jp/



36 ALIA NEWS vol.150  2016.01

【社　　名】三菱電機株式会社

【製品名称】エアーコンディショナー［霧ヶ峰MSZ-FZ シリーズ］

【製品概要】本製品は、パーソナルツインフロー搭載による革新的な気流制御で快適性と高省エネ性を実現した当
社最上位機種のエアコンである。従来の「ラインフローファン」を約半世紀ぶりに見直し、まったく新しいパー
ソナルツインフローによる気流制御機構を開発した。エアコン設置側の壁も含めて周囲 360°の温度分布等を把
握できる当社独自のセンサー機能を搭載。これと連携して左右方向の風量を制御するなど、今まで以上にきめ
細やかな空調制御が可能となった。外観は、風吹き出し部の機構を一新することで、建築と同様の直線を基調
としたスクエアデザインを実現。生活空間において視覚的ノイズになることを軽減した気品ある佇まいとした。

【デザイナー】三菱電機株式会社 デザイン研究所　加藤弘之、西口隆行、酒井祐貴

【評価コメント】基本的なファン構造を根
本から見直した。プロペラ型のツイン
ファンが、いままで以上にきめ細かな
空調制御を実現し、センサー機構と相
まって最上位機種の独自性を確立した。
この基本技術を背景に、直線を基調と
したスクエアな意匠形状を導入、最上
位機種としての次世代の造形コンセプ
トが誕生した。使用しない状態と使用
時の、存在感の差異が小さいことに、
あたりまえだが安心を感じた。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.mitsubishielectric.co.jp/
home/kirigamine/newsfz/

【社　　名】丸一株式会社

【製品名称】排水管継ぎ手［簡易施工「マルカチット」シリーズ］

【製品概要】キッチンや洗面台の排水管は、収納スペースであ
る暗くて狭いキャビネット内に配管されています。今まで
の排水管は、ナットとゴムパッキンを用いたネジ接続の為、
外観が凹凸していますし、ナットが少しでも緩むと水漏れ
する危険がありました。私たちが提案する「簡易施工“マ
ルカチット”シリーズ」は、コンセントプラグのように、
ただ排水管同士を差し込むだけで「カチッ」と接続でき、
水漏れも発生しません。排水管の接続・分解は専門業者に
しかできないという、これまでの常識を覆し、誰もが簡単
に排水管を接続・分解することができます。また、外観の
凹凸を少なくし、スマートで美しいフォルムに仕上げ、従
来の排水管のイメージを変えました。

【デザイナー】丸一株式会社 開発研究所　笹川 知久

【評価コメント】インテリア建築部材として考えると、現場対
応での精度は、使用箇所が増えれば増える程エラーが起こ
る確率が上がる。この製品は、施工性の良さがある種、機
能性と同等に開発されている。そのため施工後も、居住者
や生活者でも一目瞭然の視認性により、構造に対する理解
度が高い。 プロダクトとしての完成度は、施工時、使用時
の両側面への配慮によって完成することを教えてくれた。

【ウェブサイトでの紹介ページ】http://www.marutrap-maruichi.co.jp/products/news3.html
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【社　　名】
　リンナイ株式会社

【製品名称】
　ハイブリッド給湯・暖房システム　ECO ONE

【製品概要】
　ヒートポンプユニットで取り入れた空気の熱を利用す
ると同時に、瞬間的に高能力な給湯を可能とするガス
給湯器エコジョーズを組み合わせた家庭用ハイブリッ
ド給湯暖房システムである。

　省エネ設備の評価基準となる一次エネルギー効率にお
いて、業界最高レベル 138％を実現した。

【デザイナー】
　リンナイ株式会社 開発本部 デザイン室
　前川勝紀、東島宏彰、久保慶和、宇佐美友恵

【評価コメント】
　細部にわたり形の有り様を意識し、その設置条件も考
慮の上、安心できるスマートなスタイリングを導いた。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
　http://rinnai.jp/ecoone/

【社　　名】株式会社 LIXIL

【製品名称】エクステリアライト美彩（Bisai）

【製品概要】エクステリアプランナーや一般ユーザーといった、電気工事士の資格を持たないユーザーが簡単、安
全にセルフビルドで施工ができる屋外用照明シリーズです。それは、日本の多くの住宅地に美しくライトアッ
プされた夜間景観を普及し、安心して暮らせる街並みつくりにつながることを願い開発しました。ミニマムデ
ザインを追求したラインアップは、プロユースまでを満足させるパワー LEDを採用し従来の屋外用照明では
実現できかった「明るさ」＆「コンパクト」を両立し、新たなスタンダードを提案します。また、メンテナン
スや交換が容易なことから新築のみならず既存住宅に対するリノベーションにも期待ができます。エクステリ
ア業界では初めて「グッドデザイン・ベスト 100」に選ばれました。

【評価コメント】美しくライトアップされた夜の景観を多くの人が実現することができる屋外用照明器具シリーズ。
電気工事士の資格を持たないで一般の人や造園業者でも照明工事ができる。LEDハイパワーでありながらも、
万が一漏電しても 12V 低電圧は感電の危険性が非常に低く子
供やペットにも安心設計。多くの方が外構照明計画を楽しめ
るよう使い易さの工夫が多くなされ、シンプルコンパクトな
器具デザインはプロユースを感じさせる。住宅エクステリア
や植栽のライトアップは街の夜景をつくること、地域の人々
自身が街を美しく安心安全な環境をつくってゆくことを意識
し、公共の場と自分のエリア同様に美しく整え保つという意
識を持ち合ってゆきたい。このシリーズが光の演出する意識
や興味を多くのひとがもつ機会をつくることを、さらに世の
中に美しい灯りが灯されることを願いたい。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.lixil.co.jp/lineup/gate_fence/bisailight/
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【社　　名】YKK AP 株式会社

【製品名称】エクステリア商品シリーズ［ルシアス］

【製品概要】
「ルシアス」シリーズはYKK AP ㈱製玄関ドア、スマートドアヴェナートを中心とした建築部材と外構商品の
トータルコーディネイトによって統一感のある美しい住宅外観を形成し、住まいの価値を高めることを目的と
して開発されました。
門扉、フェンス、ゲート、ポストユニットから構成されるシリーズであり、クローズ外構からオープン外構まで、
またモダン、ベーシック、洋風とさまざまな住宅スタイルとのコーディネイトが可能です。

【デザイナー】
YKK AP 株式会社 開発本部 デザインセンター

【評価コメント】
住宅のアプローチ空間や外構まわりをトータル
にデザインするという発想を評価した。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.ykkap.co.jp/products/ex/item/
series/lucias/




