参考資料：2017年度グッドデザイン賞受賞対象一覧（2017年10月4日発表）
各受賞対象の詳細情報は、グッドデザイン賞ウェブサイトの「受賞対象一覧」ページで閲覧できます。 http://www.g-mark.org/award/
※ 10月4日時点で未発表の受賞対象情報はリストから除外しています。
受賞番号

17G010001

受賞対象名

デザイナー名

17G010003
17G010004

眼鏡

17G010005

Eyewear

17G010006

メガネ

17G010007

リーディングウェア

17G010008

腕時計

G-SHOCK GST-B100X
[G-STEEL カーボンエ
ディション]

カシオ計算機株式会社（東京都）

カシオ計算機株式会社 時計事業
部 企画統轄部 デザイン企画部
第二デザイン室 正林盛次

17G010009

腕時計

G-SHOCK GPW-2000
[グラビティマスター]

カシオ計算機株式会社（東京都）

カシオ計算機株式会社 時計事業
部 企画統轄部 デザイン企画部
第二デザイン室 橋本威一郎

17G010010

腕時計

Smart Outdoor Watch
カシオ計算機株式会社（東京都）
PRO TREK Smart WSDF20

カシオ計算機株式会社 時計事業
部 企画統轄部 デザイン企画部
松田孝雄／デザインセンター コ
ミュニケーションデザイン部 辻村
泰一郎、森谷信一、許真理子

17G010011

腕時計

セイコーウオッチ株式会社（東京
都）

マーケティング統括本部 デザイン
統括部 鎌田淳一

17G010012

腕時計

セイコーウオッチ株式会社（東京
都）

セイコーインスツル株式会社 総合
デザイン部 石原悠

17G010013

腕時計

セイコーウオッチ株式会社（東京
都）

マーケティング統括本部 デザイン
統括部 鎌田淳一

17G010014

腕時計

セイコー プロスペックス
グレートトラヴァース
SBED007
セイコー プロスペックス
"ランドトレーサー" シリー
ズ
セイコー アストロン エグ
ゼクティブライン
SBXB123
プロマスター エコ・ドライ
ブ プロフェッショナルダ
イバー1000m

シチズン時計株式会社（東京都）

シチズン時計株式会社 営業統括
本部 デザイン部 チーフデザイン
マネージャー 井上英樹、チーフデ
ザイナー 高橋泰史

17G010015

腕時計

エコ・ドライブ ワン

シチズン時計株式会社（東京都）

シチズン時計株式会社 営業統括
本部 デザイン部 大場晴也

17G010016

Watch

Dot Watch

Dot incorporation（Korea）

17G010017

WATCH

ULTRATIME 001

TODOT DESIGN（China）

JaeSeong Joo, KiHwan Joo, Nara
Ok, Michelle JY Park, YeongKyu
Yoo
FEVER CHU, JAY CHAN, BOB
LEI, PATRICK CHIO

17G010018

watch

YU YUN JIAN

Shanghai Li Yu Cultural Creative & Luk wai yip
Design Services Co.,Ltd.（China）

17G010019

浴衣

雨をまとう浴衣

TBWA\HAKUHODO（東京都）＋高 Art Director: 徳野佑樹 / Designer:
島屋（東京都）
崔鏸元、榎悠太、宝田夏奈
（TBWA\HAKUHODO）

17G010020
17G010021
17G010022

エプロン
エプロン
Scarf

ASTRUCT（東京都）
ASTRUCT（東京都）
HOMI Creations Ltd.（Taiwan）

17G010023

マグネットクラスプ

カサネ エプロン
ハシラ エプロン
SUSTAIN HEATED
SCARF
マグネットクラスプ

17G010024

Smart Belt

17G010025

手袋、靴下

17G010026

大人用おむつ

アテント スポーツパンツ
新感覚の下着

大王製紙株式会社（東京都）

17G010002

Panasonic 補聴器 WHR47、WH-R45、WH-R43
Panasonic 補聴器 WHG37、WH-G35、WH-G33
リオネットシリーズ HBA3・HB-A5
Slim Airframe - KIDS &
JUNIOR TAPOLE Series T

受賞者名（都道府県）

充電式の耳かけ型補聴
器 R4シリーズ
充電式の耳あな型補聴
器 G3 シリーズ
耳かけ型補聴器

パナソニック株式会社（大阪府）

デザインスタジオエス 柴田文江

パナソニック株式会社（大阪府）

デザインスタジオエス 柴田文江

リオン株式会社（東京都）

株式会社シフト 芝 操枝

株式会社ジンズ（東京都）

R&D室 金田大輔

Tapole Co.,Ltd（China）

Ding Dong, Liu Shudong, Lin
Jianxiang
TOMATO GLASSES 代表 金 承
駿
株式会社西村プレシジョン デザイ
ンマネージャー 齊藤みやこ＋ソウ
ウェル デザインオフィス 脇聡

TOMATO GLASSES
TOMATO GLASSES（Korea）
Kids A
ペーパーグラス・プレミア 株式会社西村プレシジョン（福井
ムクラシックシリーズ
県）

石井基公
石井基公
HOMI Creations Team

有限会社ジェムネットワーク（東京 目黒武文
都）
WELT
WELT Corporation（Korea）
Hane Roh, Head Designer, WELT
Corp.
% PERCENT(手袋/靴下) 株式会社フクシン（香川県）
UMENODESIGN株式会社 梅野聡
大王製紙株式会社 ホーム＆パー
ソナルケアグローバル商品開発本
部 ヘルスケアBMD 商品開発G
高石美奈

17G010028
17G010029

エルゴベビー・ベビーキャ 株式会社ダッドウェイ（神奈川県）
リア Omni 360
抱っこ紐、 ベビーキャリア ミアミリー
株式会社ウインテック（大阪府）

17G010030

ベビースタイ

スタイリー

株式会社メリックス（大阪府）

17G010031
17G010032

バッグ
レザーバッグ

ポーター クレド
KLON 180BAG

株式会社吉田（東京都）
株式会社吉田 企画部
株式会社タイタン・アート（大阪府） 米原太一、持田一馬

17G010033

バックパック

高機能バックパック（BM- エレコム株式会社（大阪府）
BP03シリーズ）

エレコム株式会社 商品開発部
サプライ＆カーアクセサリ課 サプ
ライチーム 森本和喜

17G010034

ClickPack Pro

KORIN Co.,Ltd.

KORIN Co.,Ltd. (US & China)
（China）

Bi Zhao, Jiahua Qiu, Dengtai Tan,
Mia Huang, Fuchu Fu, Jianwei Ou,
Ming Zou, Guangzhou Designest
Industrial Design Co.,Ltd.

17G010035

Carbon-fiber smart
YANG DESIGN
suitcase
Wireless Luggage Tracker BagiTag

YANG HOUSE（China）

Rex Jie, Liming Wei

17G010036

ベビーキャリア

Overtea SAGL セシリア・ツァイ
株式会社メリックス 加野菜美、原
田実樹、SW 竹中菜生美、ILL 江口
穂子＋株式会社ハルアド 森作栄

Tektos Ecosystems Limited（Hong Ryan Yeung, Product Designer
Kong）
株式会社パイロットコーポレーショ 株式会社パイロットコーポレーショ
ン（東京都）
ン 営業企画部 プロダクトセン
ター 意匠グループ

17G010037

水性ゲルインキボールペ ジュースアップ
ン

17G010038

筆ペン

筆まかせ 細字

株式会社パイロットコーポレーショ 株式会社パイロットコーポレーショ
ン（東京都）
ン 営業企画部 プロダクトセン
ター 意匠グループ 松村直実、熊
田稔也

17G010039

ARTIST 100 Colors
Double Tip Pen

KACO

Shanghai KACO Industrial Co.,Ltd. Lin Fan
（China）

17G010040

水彩パステル

17G010041

シャープペンシル

ヴィスタージュ 大人の水 ぺんてる株式会社（東京都）
彩パステル
オレンズネロ
ぺんてる株式会社（東京都）

17G010042

ホルダー消しゴム

モノゼロメタルタイプ

株式会社トンボ鉛筆（東京都）

17G010043
17G010044

定規
定規

コクヨ株式会社（大阪府）
坂井浩秋
株式会社デザインフィル（東京都） TAIJI KAMISE DESIGN 神瀬泰二

17G010045

ハサミ

本当の定規
ミドリ ステンレス マルチ
定規＜31cm＞
ミドリ 携帯マルチハサミ

17G010046

ハサミ

エクスシザース

カール事務器株式会社（東京都）

カール事務器株式会社

17G010047

鉛筆削り

エクスシャープナー

カール事務器株式会社（東京都）

カール事務器株式会社

17G010048

鉛筆削り

くるくる・カールくん2

カール事務器株式会社（東京都）

カール事務器株式会社

17G010049

鉛筆削り器

ナカバヤシ株式会社（大阪府）

17G010050

ノート

パカット チャージ ＆ パ
カット
3mmLEAF1/1、
3mmLEAF1/4、WHITE

17G010051

手帳

Take a Note 手帳

17G010052

ACTIO手帳

17G010053

Note bag

ACTIO手帳シンキング、
ACTIO手帳リプレ
Tear it off

17G010054

フセン

テープノフセン

ヤマト株式会社（東京都）

17G010055

TIEBU, The Metal Tape

Cih

17G010056

Binder Ring Storage
Accessories
ペンケース

O-Sticky Note

Ciang Shih Magnet Int'l Co.,Ltd
Wu Yo Ray
（Taiwan）
MICCUDO MULTIMEDIA CO.,LTD Juan Ming Wei
（Taiwan）
株式会社レイメイ藤井（東京都）
商品企画室 開発二課 チーフ 石
田佳広

17G010057

パタリーノペンケース

ぺんてる株式会社 デザイン室
森田真央
ぺんてる株式会社 デザイン室
柴田智明
株式会社トンボ鉛筆 プロダクトプ
ランニング部 クリエイティブデザイ
ングループ 井関千尋

株式会社デザインフィル（東京都） TAIJI KAMISE DESIGN 神瀬泰二

ナカバヤシ株式会社 企画部 廣
田倫央
株式会社三光（佐賀県）＋九州大 九州大学 中島弥姫、田中理佐
学（福岡県）
子、石田暁基、大久保爽一郎、森
永大地
國立臺灣大學出版中心（Taiwan） Santin Aki
＋TAKE A NOTE（Taiwan）
EDUL Design 株式会社（大阪府）
Shenzhen Dizan Technology
Co.,Ltd.（China）

EDUL Design 株式会社 代表取締
役 梶田 泰里
Wang Songge, Liang Qing, Tang
Xuelin
株式会社電通テック mikke design
lab. ブランドエンゲージメントセン
ター インタラクションデザイン部
アートディレクター 岡田啓佑

17G010059

名刺入れ

SOHACHIの名刺入れ

株式会社清原織物（滋賀県）

17G010060

収納用品

ライフスタイルツール

ナカバヤシ株式会社（大阪府）

17G010061

収納用品

ライフスタイルツール

ナカバヤシ株式会社（大阪府）

17G010062

テープディスペンサー

ABS樹脂テープディスペ
ンサー

株式会社良品計画（東京都）

株式会社良品計画 生活雑貨部
企画デザイン室 岡本和士

17G010063

Mini Printer

nemonic

MANGOSLAB Co.,Ltd.（Korea）

17G010064

Portable Printing Press

Yi-Chang-Ming-Pien

11Architecture Co.,Ltd（Taiwan）

Yeonmoo Chung, CEO, YISENG
DESIGN
Yen,Hong-Lin

17G010065
17G010066

シルクスクリーン枠
Color Clay Soap

SURIMACCA
Aerozoo

株式会社JAM（大阪府）
Shenzhen moonwk Culture
Techology Co.,Ltd（China）

17G010067

視覚障害のある人のため デンタクト・モデル
の口腔内模型

大阪大学歯学部附属病院 障害者 大阪大学歯学部附属歯科技工士
歯科治療部（大阪府）＋大阪大学 学校 小八木圭以子
歯学部附属歯科技工士学校（大阪
府）

17G010068

漢字ドリル

うんこ漢字ドリル

株式会社文響社（東京都）

小寺練

17G010069
17G010070

小冊子
知育玩具

日本国憲法
想像メジャー

保田卓也（東京都）
株式会社ハイ（東京都）＋株式会
社CANOPUS（東京都）

保田卓也、三上悠里
木村優作

17G010071

積み木・ブロック玩具・立 Jino （ジーノ）
体パズル
ブロック玩具
チューブロック

株式会社Crown Clown（東京都）

現代美術家 出田郷

株式会社チューブロック（兵庫県）

ナカシマデザイン事務所 中島真
範＋株式会社Ｙ 三宅喜之

17G010072
17G010073
17G010074

17G010076

カムプログラムロボット工 カムプログラムロボット工 株式会社タミヤ（静岡県）
作セット
作セット
Educational programming Makeblock Neuron
Makeblock Co.,Ltd.（China）＋IU+
electronic blocks
Design Studio（China）

株式会社JAM 中村慎吾
Lei Nie, Shibin Chen, Mingquan Li,
Siming Zeng, Junda Huang,
Tingzhan Lin, Wenfang Li, Rujiao
Zhang

Yiyue Zheng, Chongguan Li,
Guoqing Li, R&D Dept. Makeblock
Co.,Ltd./ Jiye Shen, Shenghui Jia,
Junyao Li, Haiwei Wu, David Juan,
Liang Wang, Yajuan Huai, Zheyang
Cai, IU + Design Studio

Airblock

17G020077

Modular and
Programmable Drone
子供用スポーツ眼鏡

17G020080

野球用プロテクター

ジュニア用軟式プロテク
ター／BPP570

株式会社アシックス（兵庫県）

アシックスジャパン株式会社 ベー
スボール事業部 プロダクトマーケ
ティング部 瀧本正美、野村亮＋株
式会社アシックス スポーツ工学研
究所 大冢陽右

17G020081
17G020082

Pro-Armor
双眼鏡

Pro-Armor
WX 7x50 IF/10x50 IF

Dainese S.p.A.（Italy）
株式会社ニコンビジョン（東京都）

Internal design center
株式会社ニコンビジョン 設計部
西岡達志、片岸勇一＋株式会社ニ
コン 映像事業部 デザイン部 二
階堂 豊

17G020083

コーヒーケトル、ミル、ド
リッパー

フィールドバリスタ シリー 株式会社スノーピーク（新潟県）
ズ

株式会社スノーピーク 企画本部
企画開発部 開発課 タスクリー
ダー 山下 亮

17G020084

アウトドア用焚き火台

ファイアーディスク™

コールマン ジャパン株式会社
マーケティング本部 プロダクトマ
ネージャー 齊藤雄一

17G020085

NITECORE LA10
NITECORE
Lipstick-shaped Mini
Lantern
Walkie-Talkie
Mi Walkie-Talkie
Rugged GPS/GLONASS RINO 755t
Handheld with 2-way
Radio

17G020086
17G020087

Makeblock Co.,Ltd.（China）

株式会社清原織物 専務取締役
清原聖司
ナカバヤシ株式会社 企画部 寺
岡美里
ナカバヤシ株式会社 企画部 笠
原広平、寺岡美里

SWANSスポーツアイガー 山本光学株式会社（大阪府）
ド GUARDIAN

コールマン ジャパン株式会社（東
京都）

Mingzhe Guo, Wenhua Wang, Lijiao
Xin
山本光学株式会社 商品企画部
スワンズクリエイティブセンター 富
永浩史／DP開発研究所 浅田真
孝

SYSMAX Industry Co.,Ltd.（China） Wang Xi, Zhong Shicong
Xiaomi Inc.（China）
GARMIN corporation（Taiwan）

Xiao Yanlin, Li Kaiwen
Han-Wei Huang, Todd Register.

17G020088

ポータブル電源

リベイド E500

本田技研工業株式会社（東京都） 株式会社本田技術研究所 パワー
プロダクツR&Dセンター 企画・デ
ザイン室 デザインブロック 研究
員 東 功一、研究員 加藤 雄也

17G020089

エプロン

キャンプエプロン

株式会社カンセキ（KANSEKI
CO.,LTD.）（栃木県）

17G020090

鍵盤ハーモニカ

木製鍵盤ハーモニカ・W- 株式会社鈴木楽器製作所（静岡
37
県）

株式会社鈴木楽器製作所 開発部
竹村文宏／製造部 福森明雄

17G020091

カジュアル管楽器

Venova

ヤマハ株式会社（静岡県）

17G020092

pocket operator

teenage engineering

teenage engineering（Sweden）

ヤマハ株式会社 デザイン研究所
辰巳恵三
Jesper Kouthoofd

17G020093

モジュラー・ミュージック・ BLOCKS
スタジオ

ROLI Ltd.（U.K.）＋株式会社エムア 50名以上のエンジニアとデザイ
イセブンジャパン（東京都）
ナーによるROLIチーム

17G020094

smart guitar

Poputar P1

Shigan Technology（China）

Junda Ye

17G020095

エレキギター

REVSTAR

ヤマハ株式会社（静岡県）

ヤマハ株式会社 デザイン研究所
ストラスキピヨトル、鈴木俊英

17G020096

電子オルガン

エレクトーン STAGEA
ELC-02

ヤマハ株式会社（静岡県）

ヤマハ株式会社 デザイン研究所
クレークベルトラン、竹井邦浩

17G020097

デジタルピアノ

ハイブリッドデジタルピア 株式会社河合楽器製作所（静岡
ノ NOVUS NV10
県）

株式会社河合楽器製作所 楽器製
造本部 商品企画デザイン室 伊
藤慎一

17G020098

電子楽器

electrorganic aFrame

ATV株式会社（静岡県）

ATV株式会社 本社 梯郁太郎／
松本研究所 田中勉、荒川僚＋
パーカッショニスト 梯郁夫

17G020099

打楽器

ローランド株式会社（静岡県）

機構技術部 デザイングループ

17G020100

電子ドラム

ローランド株式会社（静岡県）

機構技術部 デザイングループ

17G020101
17G020102

YoDrum
振り子メトロノーム

パーカッション・パッド
SPD::ONE
V-ドラム TD-50KV with
KD-A22
YoDrum
SEIKO 振り子メトロノーム
SPM400

17G020103

ボイストレーニング器具

UTAET(ウタエット)

株式会社ドリーム（愛知県）

17G020104

Drone System

GoPro Karma

GoPro（U.S.A.）

17G020105

三脚

ヴィオ2 265CB

17G020106

カメラバッグ

off toco_2STYLEカメラ
バッグ(ハイグレード)

株式会社ガードフォースジャパン
（東京都）
エレコム株式会社（大阪府）

17G020107

カメラバッグ

off toco_2STYLEカメラ
バックパック

17G020108

カメラバッグ

GRAPH GEAR NEO_プロ エレコム株式会社（大阪府）
カメラバックパック

17G020109

疑似餌釣針

Lone DIABLO

株式会社BKK（神奈川県）＋黒金
剛釣具有限責任公司（China）

エレコム株式会社 商品開発部
サプライ課 サプライチーム 鹿野
峻
エレコム株式会社 商品開発部
サプライ課 サプライチーム 鹿野
峻
エレコム株式会社 商品開発部
サプライ課 サプライチーム 鹿野
峻
黑金剛釣具有限責任公司 ブラン
ドマネジメント部 楊帆

17G020110

ルアー

ダヴィンチ

株式会社super.B（東京都）

久家 英和

17G020111

株式会社シマノ（大阪府）

株式会社シマノ デザイン室

17G020112

ソルトウォーター ルアー ソアレ Xチューン
ロッド
ねこずきなトート
キャットキャリーバッグ

株式会社クロス・クローバー・ジャ
パン（岩手県）

株式会社クロス・クローバー・ジャ
パン 太野由佳子／nekozuki
ちゃっくん、ぽんちゃん＋株式会社
中川政七商店

17G020113

高枝鋏

フォームイーデザイン 代表 木下
孝広

17G020114

蛇口コネクター

伸縮式高枝鋏ズームチョ アルスコーポレーション株式会社
キ倍力 184WZ-2.9（大阪府）
5D,180WZ-2.9-5D
さすだけ蛇口コネクター 株式会社グリーンライフ（新潟県）

17G020115

散水ノズル

タフギアフックノズル

株式会社タカギ（福岡県）

外山工業株式会社 開発部 武田
雄一
株式会社タカギ Home
Improvement事業部 HI事業工場
開発課 主事 白石 拓

17G020116

ホースリールセット

ホースリール GEAR

株式会社コメリ（新潟県）

株式会社コメリ 商品部 柳澤一臣

ティーズクリエイション 松田 友絵

MEDELI（China）
Chao Gao , Wing Fung
セイコーインスツル株式会社（千葉 セイコーインスツル株式会社 総合
県）
デザイン部 デザイン開発グルー
プ 髙橋太一

エレコム株式会社（大阪府）

株式会社ドリーム プロイデア事業
部 開発 プロダクトデザイン 河
村健太
GoPro Industrial Design Team
高 其正

17G020117

苔

FAIR MOSS 砂苔シート 農業生産法人 株式会社グリーン
ズグリーン（新潟県）

株式会社グリーンズグリーン 取締
役兼CIデザイナー 佐藤靖也

17G020118

AirPOP Smart Mask
System

AirPOP

Aetheris Technology (Shanghai)
Co.,LTD.（China）

Christopher Hosmer, Travis Vogel

17G020119

歯ブラシ

サークルタフト

株式会社歯愛メディカル（石川県） 株式会社歯愛メディカル 代表取
締役社長 清水清人

17G020120

Toothbrush

DR.BEI Bass Toothbrush WuXi QingHeXiaoBei Technology
Co.,Ltd（China）

ZhouYing

17G020121

オーラルケアシリーズ

デザインスタジオエス 柴田文江

17G020122

電動ハブラシ

歯ブラシ、アクリルコップ、 株式会社良品計画（東京都）
アクリル手付コップ、音波
電動歯ブラシ、磁器歯ブ
ラシスタンド
Panasonic 音波振動ハブ パナソニック株式会社（大阪府）
ラシ ドルツ EW-DP51

17G020123

口腔洗浄器

Panasonic ジェットウォッ パナソニック株式会社（大阪府）
シャードルツ EW-DJ71

17G020124

ニッパー爪切り

17G020125

Menstrual Cup

G-1029 ステンレス製巻 株式会社グリーンベル（大阪府）
き爪専用ニッパーつめき
り
Formoonsa Cup
Salonmates Industrial Co.,Ltd.
（Taiwan）＋Wan-Yii Studio Ltd.
（Taiwan）＋Besmed Health
Business Corp.（Taiwan）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 内田亮
太
原 稔、太場菜々実、前田美帆
Yuan-Yi Chen, Wan-Yii Studio Ltd.

17G020126

うぶ毛トリマー

Panasonic プロ用うぶ毛ト パナソニック株式会社（大阪府）
リマー ER-RZ10

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 森恭平

17G020127

リニアヘアーカッター、リ
ニアヒゲトリマー

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 小林幹

17G020128

ヘアクリッパー

Panasonic リニアヘアカッ パナソニック株式会社（大阪府）
ター ER-SC60、リニアヒ
ゲトリマー ER-SB60
Panasonic プロ用ヘアク パナソニック株式会社（大阪府）
リッパー ER-DGP62

17G020129

ヘアクリッパー

Panasonic プロ用ヘアク
リッパーシリーズ

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 森恭
平、菊地克巳、石倉幹泰

17G020130

ボディトリマー

Panasonic ボディトリマー パナソニック株式会社（大阪府）
ER-GK60

17G020131

ヘアストレーター

Panasonic ヘアストレー
ター EH-HS99

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 井野智
晃
パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 迫健太
郎 菊地克巳

17G020132

アイライナー

MOTELINER

株式会社カナリア（東京都）＋株式 株式会社カナリア 藤井幸治、畔
会社フローフシ（東京都）
柳未紀

17G020133

化粧筆

mFブラシ

株式会社ミンクス（東京都）

17G020134

化粧ブラシ

有限会社竹田ブラシ製作所（広島 竹田史朗
県）

17G020135

光美容器

17G020136

洗顔美容器

竹田ブラシ Takeda
Brush 椿シリーズ 化粧
ブラシ群
Panasonic 光美容器 光
エステ〈ボディ＆フェイス
用〉 ES-WH95
Panasonic 洗顔美容器
濃密泡エステ EH-SC65

17G020137

美顔器

17G020138

美顔器

17G020139

美顔器

17G020140

Skin Device

17G020141

Temperature Monitoring
Kit with APP
Earmo

17G020142

Panasonic アルカリ毛穴
洗浄 角栓クリア EHSP55
Panasonic RF美顔器
EH-SR70

パナソニック株式会社（大阪府）
パナソニック株式会社（大阪府）
パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 森恭平

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 石倉幹
泰、森恭平

小松なおみ

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 渡邊亜
弥
パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 見村耕
平
パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 福田收

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 福田
收、見村耕平

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 見村耕
平
Ni Luogang, Zhang Zilan

Panasonic スチーマー ナ
ノケア / W温冷エステ
EH-SA98
TOUCHBEAUTY
BEAUTY & HEALTH
(SHENZHEN) CO., LTD

TOUCHBEAUTY BEAUTY &
HEALTH (SHENZHEN) CO.,LTD
（China）

tyson bio Solutions for
Temperature Monitoring
BONGMI

TYSON BIORESEARCH, INC.
（Taiwan）
AUG Hangzhou Industrial Design

Arch Sun
AUG Hangzhou, Industrial Design

17G020143

Mi Body Fat Scale

Xiaomi

Huami（U.S.A.）

Huami In-House Design Team

17G020144

体重計

ヘルスメーター

株式会社良品計画（東京都）

デザインスタジオエス 柴田文江

17G020145

マッサージチェア

サイバーリラックスシリー 株式会社フジ医療器（大阪府）
ズ AS-1100、SKS-6900

17G020146
17G020147

コンパクトマッサージチェ シンカ
ア
EMS運動器
もてケア

ジョンソンヘルスケア株式会社（大
阪府）
マクセル株式会社（東京都）
マクセル株式会社 ライフソリュー
ション事業本部 事業企画本部
商品企画部 企画課 兼森 友基

17G020148

低周波治療器

オムロン ヘルスケア株式会社（京 オムロン ヘルスケア株式会社 デ
都府）
ザインコミュニケーション部＋株式
会社シィクリエイティブ＋株式会社
ソフトディバイス

17G020149

リハビリテーションサポー アクティムーブ ライゾ
トグッズ
フォーテ
Fertility Monitor
Eveline Smart Fertility
System
鼻水吸引器
チュチュベビー鼻水
キュートル2WAYタイプ
グルコースモニタシステ FreeStyleリブレ
ム
Bluetooth Glucose Meter GLUCOCARD S onyx
医薬品・ワクチン用注入 グロウジェクター®L
器

17G020150
17G020151
17G020153
17G020154
17G020155

オムロン 低周波治療器
HV-F601T

Smart baby camera

BSN medical株式会社（東京都）
iXensor Co.,Ltd.（Taiwan）
ジェクス株式会社（大阪府）
アボットジャパン株式会社（東京
都）
cloudandco（Korea）
JCRファーマ株式会社（兵庫県）＋
パナソニック ヘルスケア株式会社
（東京都）

株式会社デプロ・インターナショナ
ル・アソシエイツ 高尾茂行＋株式
会社フジ医療器

ビーエスエヌ メディカル, Lothar
Bohm Associates
Design Team of Nova Design
Co.,Ltd.(Taiwan)
ジェクス株式会社 開発部 平岡勝
之
cloudandco design team
パナソニック ヘルスケア株式会社
診断薬事業部 事業企画部 デザ
イン課 谷怜亮、森分優太

17G020156

Fetus camera

17G020157

モバイル型対話支援シス コミューン・モバイル
テム

17G030158

哺乳器

母乳実感 限定デザイン ピジョン株式会社（東京都）
ガラスびん

プロダクトデザイン：NAOTO
FUKASAWA DESIGN 深澤 直人
／グラフィックデザイン：ピジョン株
式会社 企画設計部 デザイング
ループ 正木久美子＋松川デザイ
ン事務所 松川浩子

17G030159

Pigeon

Xiangling Chen

17G030160

Silicone coating nursing
bottle
テレビリモコン

17G030161

眼鏡拭き

おふき

SOO（京都府）

17G030162

ウェットティシュー

17G030163

アルバム

スコッティ ウェットティ
シュー
instax PICTURE BOOK

日本製紙クレシア株式会社（東京
都）
富士フイルム株式会社（東京都）

17G030164

ELECLEAN
DISINFECTION
SPRAYER

ELECLEAN
DISINFECTION
SPRAYER

Industrial Technology Research
Institute（Taiwan）

17G030165

ラベル

PET詰替ボトル用・識別ラ 株式会社良品計画（東京都）
ベル各1枚、小分けボトル
用識別ラベル2シート入

株式会社良品計画 生活雑貨部
企画デザイン室 大友聡

17G030166

ファイルボックス

ポリプロピレン持ち手付き 株式会社良品計画（東京都）
ファイルボックス・スタン
ダードタイプ

株式会社良品計画 生活雑貨部
企画デザイン室 關博旨、岡本 和
士＋リスジョイントプロダクツ株式
会社 三浦 英二郎

17G030167

キャンドル

倉敷製蠟 CARD
CANDLE

Panasonic レッツ・リモコ
ンAD、ST PN-L90102,
PN-L90101

Shenzhen ND Industrial Design
Maxime Journeaux, Fang Han
Co.,Ltd（China）
ユニバーサル・サウンドデザイン株 KUMAdesign 熊澤孝之
式会社（東京都）

Pigeon (Shanghai) CO.,LTD
（China）
パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 エコソ
リューションズ社 デザインセンター
下畦 聡司／パナソニック エイジフ
リー株式会社 ケアプロダクツ事業
部 松尾 光晴
日根野孝司 関谷幸英 田辺哲也
安藤充泰
株式会社 松永真デザイン事務所
松永真次郎
富士フイルム株式会社 デザイン
センター 若林あかね
Ming-Yu Hsiao, Industrial Design,
Chaoyang University of
Technology + Chien-Hung Chen,
Lan-Yi Hsu, ELECLEAN Co.,Ltd.

ペガサスキャンドル株式会社（岡山 イヤマデザイン株式会社 居山浩
県）＋株式会社イヤマデザイン（東 二
京都）

17G030169

スマートフォンケース

INVOL Stand

ソフトバンク コマース＆サービス株 ソフトバンク コマース＆サービス株
式会社（東京都）
式会社 商品本部 MA部 企画課
益子尚幸

17G030170

ウォールクロック

fun pun clock/ ふんぷん 株式会社タカタレムノス（富山県）
くろっく
＋Design life with kids interior
workshop（東京都）

Design life with kids interior
workshop 土橋 陽子

17G030171

Fan

SMALL HORN DESKTOP inDare Design Strategy Ltd.
FAN
（China）

CHEN FENGMING, CHEN YUJIE,
CHEN SHAO LONG, LIANG
JIAMIN, YANG JUNLONG, YAN
YANHUI, YANG WEIPENG

17G030172

災害備蓄品

逃げた先にある安心（もし 非営利型一般社団法人かたつむり 北上アビリティーセンター 赤坂良
もの備え、5年保存可能 （岩手県）＋北上アビリティーセン 幸
な災害備蓄Kit）
ター（岩手県）

17G030173

洗濯用品

pasha basha

17G030174

うがいコップ

水が切れる スタンドマグ ライクイット株式会社（奈良県）

17G030175

A pot

Potted / green /
Shenzhen Runhetianze City
autotrophic potted plants Stereo-ecologicl Technology
Co.,Ltd（China）

Ma Jincai, LinweiMai,
JiahaoSun,YanliZhao

17G030176

缶

SyuRoの角缶（大）（小）

中村 敏樹＋宇南山 加子

17G030177
17G030178

no.30
ベビー食器

17G030179

タオル

no.30
no.30（Taiwan）
乳幼児向け ひっくり返ら エデュテ株式会社（兵庫県）
ない食器“イージーピー
ジー“
今治謹製
スタイレム株式会社 ガーメント事
業部 LS Grp. ギフトコミュニケー
ション課（大阪府）

17G030180

タオル

今治謹製 極上タオル

スタイレム株式会社 ガーメント事 スタイレム株式会社 ガーメント事
業部 LS Grp. ギフトコミュニケー 業部 LS Grp. ギフトコミュニケー
ション課（大阪府）
ション課 平井賢二、山田梨都子
＋アベデザインプロ株式会社 阿
部真三

17G030181

モップ

ACTモップセット

株式会社ACT JAPAN（大阪府）

株式会社ACT JAPAN

17G030182

雪かきシャベル

株式会社イエロー（東京都）

水嶋清人

17G030183

ちりとり

腰が痛くならない雪かき
補助グッズ
立つちりとり

17G030184

清掃用ブラシ

17G030185

株式会社サンワード（熊本県）

SyuRo（東京都）

株式会社サンワード 代表取締役
山家 宏輝
イデア株式会社 羽場一郎

no.30
カラ ホーランド
スタイレム株式会社 ガーメント事
業部 LS Grp. ギフトコミュニケー
ション課 平井賢二 , 池田訓子、田
中厚美、山田梨都子、安井加奈、
谷口あかり＋アベデザインプロ株
式会社 阿部真三

株式会社カインズ（埼玉県）

除雪具

ブラシ職人シリーズ マイ 株式会社ブロス（東京都）
ボトル洗いブラシ
snoWラッセル
三甲株式会社（岐阜県）

プロペラデザイン 手槌りか、山田
悦代
三甲株式会社 営業本部 商品設
計部 前川輝男

17G030186

不織布ロール

工場出し 生活ロール

株式会社フタガミ（高知県）

17G030187

詰め替えボトル

かたポン エコポン

株式会社プロトワーク（大阪府）

株式会社フタガミ ホームセンター
部 中西一晃
稗島弥生、岡島拓、奥翔哉、礪波
拳、渡部一呂＋株式会社プロト
ワーク 製造部 藤井昌晃

17G030188

マグネットフック

17G030189
17G030190
17G030191
17G030192

17G030193

シリコンマグネットフック「i 株式会社マグエバー（東京都）
フック・jフック」
縫い目の無い3Dニットヌ NUONE ニット カシミヤ 株式会社SHIMA（和歌山県）
ワン
シルク・シーアイランドコッ
トン（海島綿）
Flat Cloud Clothes Rack Fnji Furniture
Beijing Fnji Interior Design Co. Ltd.
（China）
集中線ダンボール
集中線ダンボール
株式会社スタームービング（神奈
川県）＋株式会社シマーズ（東京
都）
傘
プラスチック
株式会社サエラ（東京都）

エクスジェル プニ・シ
リーズ

クッション

株式会社加地（島根県）

株式会社マグエバー
株式会社SHIMA
Guqi Gao, Yang Wang
タルマユウキ
（プロダクトデザイン）デザインスタ
ジオエス 柴田文江＋（ブランディ
ングデザイン）株式会社エイトブラ
ンディングデザイン 西澤明洋、佐
竹伸一
株式会社加地 研究開発商品企画
課 金光未来

17G030195

枕

眠り杉枕（ねむりすぎまく 株式会社磐城高箸（福島県）
ら）
西川リビング株式会社
西川リビング株式会社（大阪府）

馬場立治、鳥居塚実

17G030196

まくら

17G030197

布団

スーパーウルトラコンパク 株式会社エムール（東京都）
ト布団
マウンテンキルト掛けふ 東洋羽毛工業株式会社（神奈川
とん（自社精毛羽毛）
県）

株式会社エムール 高橋幸司

17G030198

羽毛掛けふとん

17G030199

敷き布団・マットレス

広々使えて小さくしまえる 株式会社ニトリ（東京都）
敷き布団・マットレス

株式会社ニトリ 商品部ソフトバイ
ヤー 高橋陵、藤谷洋、中村浩志

17G030200

ベビーマットレス

株式会社ケーション 井上博道

17G030201

ミニ骨壷

necocoro ベビーマットレ 株式会社シーエンジ（愛知県）
ス
ソウルプチポット -カナタ 株式会社メモリアルアートの大野
屋（東京都）

17G030202

神棚

かみだな

株式会社正木屋材木店（福島県） mizmiz design 水野憲司

17G030203

仏壇

HK シェルフレックス

株式会社はせがわ（東京都）＋カリ カリモク皆栄株式会社 マーケティ
モク家具株式会社（愛知県）
ングセンター 高須博明

17G030204
17G040205

永代供養墓
グラス

17G040206

グラス

17G040207

タンブラー

＆(安堵)
生涯を添い遂げるグラス
SAKEグラス
生涯を添い遂げるグラス
ワイングラス kシリーズ
フィーノ

手紙寺 證大寺（東京都）
株式会社ワイヤードビーンズ（宮城
県）
株式会社ワイヤードビーンズ（宮城
県）
東洋佐々木ガラス株式会社（東京
都）

17G040208

プラスチック グラス

17G040209

ボール

2重成型プラスチック グ 株式会社明和（大阪府）
ラス
コメット
白山陶器株式会社（長崎県）

17G040210

食器

NPシリーズ

17G040211

テーブルウエア

Yasuda Kawara TSUKI

17G040212

食器

SHIZQ

17G040213

プレート

グラッセ

東洋佐々木ガラス株式会社（東京 東洋佐々木ガラス株式会社 営業
都）
本部 営業企画部 市販デザイン
グループ 窪田 美直子

17G040214

クロテラス

クロテラス

ガッチ株式会社（東京都）＋大堀相 有限会社棟方デザイン事ム所 棟
馬焼 松永窯（福島県）＋雄勝硯生 方 則和、永井北斗＋ガッチ株式会
産販売協同組合（宮城県）
社 松永武士

17G040215

BOWL

17G040218
17G040219

メジャーカップ

メジャーカップ／スマート 三宝産業株式会社（新潟県）

17G040220

Oblik Coffee stand

bi.du.haev

17G040221

17G040217

東洋羽毛工業株式会社 相模原工
場 縫製課／白河工場 精毛課

メモリアルアートの大野屋 商品企
画開発 服部美樹

押尾章治＋UA
GKインダストリアルデザイン 朝
倉重徳
GKインダストリアルデザイン 朝
倉重徳
東洋佐々木ガラス株式会社 営業
本部 営業企画部 市販デザイン
グループ 窪田 美直子

有限会社インターデザイン研究所
上田幸和
白山陶器株式会社 デザイン部長
阪本やすき
株式会社ゴールド工芸製作所（香 株式会社スタジオ 大友学
川県）
丸三安田瓦工業株式会社（新潟 梅野 聡（UMENODESIGN）
県）
キネトスコープ（徳島県）
キネトスコープ 廣瀬圭治

TiB-01 DRIKUNG
KAGYU Double-Walled
Pure Titanium BASIN
BOWL
Cup & Bottle
TiC-01 Series, TiANN
Double-Walled Pure
Titanium Coffee Cup,
TiANN Pure Titanium
Wine Bottle
ステーキナイフ＋フォーク ステーキナイフSK04＋
フォークFR05
スープスプーン
ZIKICOスープスプーン

17G040216

西川リビング株式会社 MD Design
Lab． 相田 沙希

TIMAS TITAN CO.,LTD.（Taiwan）

Jimho Hsieh

TIMAS TITAN CO.,LTD.（Taiwan）

Jimho Hsieh

株式会社龍泉刃物（福井県）

株式会社プレーン 渡辺弘明

かねひろ株式会社（東京都）

山瀬直子

HappinessKey Co.,Ltd.（Taiwan）

Wang Hsuan

JIA Inc. hand drip coffee JIA Inc.
set

Life & Living International Limited
（Hong Kong）

Shikai Tseng

17G040222

Portable Travel Tea Set

ZENS

Guangzhou Zens Houseware
Co.,ltd（China）

Qianwu Xu

17G040223

水出しコーヒー器具

V60 ウォータードリッ
パー・FURIKO

HARIO株式会社（東京都）

HARIO株式会社 マーケティング本
部 商品開発部 鎌田将平

17G040224

グラス

ショットグラス / 5oz グラ HARIO株式会社（東京都）
ス

HARIO株式会社 マーケティング本
部 商品開発部 吉田三紀

17G040225

リプトン ティー タンブラー Lipton Fruits in Tea オリ ユニリーバ・ジャパン・カスタマー
杉山ユキ、関根友見子、斎藤若
ジナルタンブラー
マーケティング株式会社（東京都） 菜、木村沙智
＋博報堂（東京都）＋ハッピーア
ワーズ博報堂（東京都）

17G040226

紙コップ

おめでたい紙コップ

17G040227

鍋

KING無水鍋シリーズ

17G040228

調理器具

17G040229

イノシタデザイン（大分県）

井下悠

広島アルミニウム工業株式会社
（広島県）
取っ手が外せるセラミック 株式会社カインズ（埼玉県）
フライパン＆鍋

株式会社ハーズ実験デザイン研究
所 代表取締役 ムラタ・チアキ

調理小物

±0 調理小物シリーズ

株式会社カインズ（埼玉県）

プラマイゼロ株式会社

17G040230

Panorama Pan

Greentec

GreenTec Enterprise Limited
（China）＋Greentec（China）

Liang Jia + Li Huamin

17G040231

しゃもじ

極しゃもじ

株式会社マーナ（東京都）

株式会社マーナ 開発部

17G040232

Rotary Peeler

Smart click peeler

17G040233

調理用ザルとバットの
セット

17G040234

バット＆ザル

17G040235

キッチンはさみ

17G040236

蕎麦打ち麺棒

まかない丸バット＆まか 一菱金属株式会社（新潟県）
ない平ザル
SJ-K110 引き切りキッチ 株式会社グリーンベル（大阪府）
原 稔、太場菜々実、前田美帆
ンはさみ
木製 つなぎめん棒
有限会社中村豊蔵商店（福島県）

17G040237

こま板 そば道具

アーチこま板

有限会社中村豊蔵商店（福島県） 寺西 大三郎

17G040238

キッチン用品

ハナウタ

株式会社ビーワーススタイル（新潟 株式会社color シラス ノリユキ、
県）
冨田 浩行、日向 俊晴

17G040239

キッチン収納用品

17G040240

ポット型浄水器

Spluce スリムポールラッ 平安伸銅工業株式会社（大阪府） 平安伸銅工業株式会社 商品企画
ク
部 折原 彰仁
スタイル
ブリタジャパン株式会社（東京都） パールクリエイティブ

17G040242
17G040244

SUPER MINI water
purifier
Water Purifier

17G040245

King's Flair Development Ltd.
（Hong Kong）
コランダー アンド バット 株式会社リッチェル（富山県）
レクタングル

広島アルミニウム工業株式会社

Dixon Poon
株式会社リッチェル デザイン部
プロダクトデザイン課 課長 三輪
久夫
小野 里奈／rinao design

SK magic

SK magic（Korea）

Junyoung Hong

COWAY（Korea）

COWAY Design Lab.

Water purifier

Coway Water Purifier
Series
CHP-7200N

COWAY（Korea）

Dae-hoo Kim, Jun-young Park

17G040246
17G040247

Water Purifier
ウォーターサーバー

P-350N
smartプラス

COWAY（Korea）
株式会社コスモライフ（兵庫県）

17G040248

Water Station Basic

Aqua Touch Desktop
Instant-heating Water
Purifier

Honeywell（China）

Dae-hoo Kim
荒川建築設計事務所 代表取締役
荒川大吾
Stephen Lu, Erica Lin, Qiang Peng,
Dezhi Yang, Yolanda Chen,
Chenghao Wang, Felix Fan, Leo Liu

17G040249

kettle

Teawith

Teawith Essentials Association
(Beijing) Co.,Ltd.（China）

17G040250

電気ケトル

バルミューダ ザ・ポット

バルミューダ株式会社（東京都）

17G040251

コーヒーメーカー

17G040252

エスプレッソメーカー／
コーヒーミル

17G040253

全自動コーヒーマシン

17G040254

コーヒーメーカー

17G040256

ホームベーカリー

17G040257

IHマルチクッカー

Panasonic IHマルチクッ
カー SR-SG501

パナソニック株式会社（大阪府）

17G040258

調理家電Grand Xシリー
ズ

タイガー魔法瓶株式会社（大阪府） 渡辺正弘、浅野未理＋武田匠二＋
河野史明

17G040259

airfryer

17G040260

airfryer

炊飯ジャーJPG、オーブ
ントースターKAX、コー
ヒーメーカーACQ
Airfryer Avance
Collection
Airfryer Viva Collection

Teawith inhouse design team,
External design team (UDL)

バルミューダ株式会社 クリエイ
ティブ部
エレッタ カプチーノ トップ デロンギ・ジャパン株式会社（東京 マルコ・バオナ
コンパクト全自動コーヒー 都）
マシン
デディカ エスプレッソ・カ デロンギ・ジャパン株式会社（東京 マルコ・バオナ
プチーノメーカー／デディ 都）
カ コーン式コーヒーグラ
インダー
jura E6
ブルーマチックジャパン株式会社 ラッツ・ゲバート
（神奈川県）
豆から挽けるコーヒーメー 株式会社良品計画（東京都）
NAOTO FUKASAWA DESIGN 深澤
カー
直人
Panasonic SD-MDX100 パナソニック株式会社（大阪府）
パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 小林
幹、山浦晃司
パナソニック株式会社 APチャイナ
デザインセンター 戴宇明

Philips（Netherlands）

Mingshuo Zhang

Philips（Netherlands）

Mingshuo Zhang

17G040261

ミートグラインダー

Panasonic MK-ZJ3500,
MK-ZJ2700

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 泉雅
和、能見拓男

17G040262

Enjoy Fresh

TATUNG

TATUNG Co.（Taiwan）

I-TA, TSAI. YEN-BIN, Wu.

17G040263

Vase Nutrition Blender

bianco di puro

Bianco Asia Limited（Hong Kong）

Mr. Lorenzo Ruggieri

17G040264

bianco di puro

Bianco Asia Limited（Hong Kong）

Mr. Innocenzo Rifino

17G040265

Multi-function Vacuum
Pump System
炊飯器

バルミューダ ザ・ゴハン

バルミューダ株式会社（東京都）

17G040266

炊飯器/調理器

バーミキュラ ライスポット 愛知ドビー株式会社（愛知県）

17G040267

電子レンジ

Panasonic Over-theRange Microwave Oven
NN-ST27HB

バルミューダ株式会社 クリエイ
ティブ部
愛知ドビー株式会社 ブランド統括
室 藤田敬行
パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター エンリコ
ベルジェーゼ

17G040268

オーブン

17G040269

卓上IHオーブン

Panasonic ロティサリーグ パナソニック株式会社（大阪府）
リル＆スモーク NBRDX100
Panasonic 卓上IHオーブ パナソニック株式会社（大阪府）
ン NU-HX200SXPE

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 山浦晃
司
パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター エンリコ
ベルジェーゼ 中尾真人

17G040270

Microwave

Daewoo Microwave
'MONO'

DongbuDaewoo Electronics
（Korea）

Lee Jongwook (Deputy Principal
Designer)/ Jung Soonwon (Deputy
Principal Designer)/ Jo Namdoc
(Deputy Principal Designer)/ Park
Hyunjae (Designer)

17G040271

冷凍冷蔵庫

MR-CXシリーズ

三菱電機株式会社（東京都）

17G040272

冷蔵庫

スタイリッシュ ボトムフ
リーザー

17G040273

冷凍冷蔵庫

GR-M FWX シリーズ

株式会社東芝（東京都）＋東芝ライ 株式会社東芝 デザインセンター
フスタイル株式会社（神奈川県）
倉本幸重、吉田卓史、横山宏子、
伊波潮

17G040274

冷凍冷蔵庫

Panasonic NR-C32FGM

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 松田む
み、別所潮

17G040275

冷凍冷蔵庫

Panasonic NR-F603HPX パナソニック株式会社（大阪府）
シリーズ

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 筆谷直
揮、松田むみ、別所潮

17G040276

冷蔵庫

プラズマクラスター冷蔵
庫 SJ-GD14C

シャープ株式会社（大阪府）

シャープ株式会社 健康環境シス
テム事業本部 デザインスタジオ
一色純／IoT通信事業本部 デザ
インスタジオ 浜崎出

17G040277

3 Door Refrigerator

Dimchae

DAYOU WINIA Co.,Ltd.（Korea）

BongJun Kim, Section Manager, +
Yeji An, Assistant Section
Manager, + Kyunghwa Kim,
Assistant Section Manager +
Jungsun Park, Designer, Dimchae
Design Team, DAYOU WINIA
Co.,Ltd.

17G040279

縦型全自動洗濯機

Panasonic NA-F160P5
シリーズ

パナソニック株式会社（大阪府）

17G040280

縦型洗濯機

Panasonic 縦型洗濯機
NA-FS16V5 シリーズ

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 石丸朋
幸
パナソニック株式会社 アプライア
ンスアジアパシフィック社 デザイン
センター 田上雅彦、大前謙／アプ
ライアンス社 デザインセンター
藤井満成

17G040281

ドラム式洗濯乾燥機

Panasonic ななめドラム パナソニック株式会社（大阪府）
洗濯乾燥機 NA-VX9800
シリーズ

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 大野は
るか、神徳正章、内藤信子

17G040282

ドラム式洗濯機

Panasonic キューブル
パナソニック株式会社（大阪府）
Cuble NA-VG2200シリー
ズ

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 太田耕
介

パナソニック株式会社（大阪府）

三菱電機株式会社デザイン研究所
川上 慎吾
日立アプライアンス株式会社（東京 株式会社日立製作所 研究開発グ
都）
ループ 東京社会イノベーション協
創センタ 白井晃平

17G040283

Front Load Washing
Machine

Daewoo Wall Mounted
Drum 'MINI'

DongbuDaewoo Electronics
（Korea）

17G040284

タテ型洗濯乾燥機

日立 タテ型洗濯乾燥機
「ビートウォッシュ」BWDX120B

日立アプライアンス株式会社（東京 株式会社日立製作所 研究開発グ
都）
ループ 東京社会イノベーション協
創センタ 佐藤知彦、洪智源

17G040285

衣類スチーマー

Panasonic 衣類スチー
マー NI-FS530

パナソニック株式会社（大阪府）

17G040286

掃除機

VC-NX1/VC-NXS1

17G040288

電気掃除機

17G040289

コードレス掃除機

Panasonic 電気掃除機 パナソニック株式会社（大阪府）
MC-JP800G, MCSJP800G
コードレススティッククリー シャープ株式会社（大阪府）
ナー “ RACTIVE Air ”
EC-A1Rシリーズ

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 藤田和
浩
シャープ株式会社 健康環境シス
テム事業本部 デザインスタジオ
松島貴史

17G040290

ロボット掃除機

Panasonic MC-RS300シ パナソニック株式会社（大阪府）
リーズ

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 岡部健
作、筆谷直揮

17G040291

ロボット掃除機

Panasonic MC-RS800シ パナソニック株式会社（大阪府）
リーズ

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 岡部健
作、筆谷直揮

17G040292

UNIBOT

ECOVACS

ECOVACS ROBOTICS CO.,LTD
（China）

LI XIAOWEN, YU XINTONG, HE
HFANG, ZHOU JINYE, ZHANG
FAN, LIU SHUAI, CHI XU, LIAO
WENLI

17G040293

次亜塩素酸 空間除菌脱 Panasonic 次亜塩素酸
臭機
空間除菌脱臭機 FMV3000

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 エコソ
リューションズ社 デザインセンター
友永勝之、渡邉辰弥

17G040294

電気脱臭機

Panasonic 電気脱臭機
MS-DH100

パナソニック株式会社（大阪府）

17G040295

加湿空気清浄器

MCK70U

ダイキン工業株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 藤田和
浩
ダイキン工業株式会社 テクノロ
ジー・イノベーションセンター 先端
デザイングループ 吉川千尋、太
田由美、久木田知美

17G040296

air conditioner

Smartmi Design

17G040297

AIR-CASTER

Smartmi Full DC Inverter SMARTMI Limited（China）
Air-Conditioner
WINIA Air Purifier
DAYOU WINIA Co.,Ltd.（Korea）

17G040298

LG Montblanc-D Air
Purifier
Air Purifier (with Sound)

LG Electronics Inc.

LG Electronics, Inc.（Korea）

Yoojeong Han

WINIX Q300S (WINIX &
JBL)
SK magic
Acer Air Monitor

WINIX（Korea）

WINIX DESIGN LAP

SK magic（Korea）
Acer Inc.（Taiwan）

Dongwook Yoon
Acer Inc.

コアンダエア

ツインバード工業株式会社（新潟
県）

ツインバード工業株式会社 開発
生産本部 プロダクトディレクション
部 我妻ひとみ

kamomefan Fシリーズ

株式会社ドウシシャ（東京都）

株式会社プレーン 渡辺弘明、土橋
麻以
ブラザー工業株式会社 マーケティ
ング企画センター 総合デザイン部
岸本藍

17G040299
17G040300
17G040301

Yoon Jin Sub (Deputy Principal
Designer)/ Lee Chang Hoon
(Deputy Principal Designer)/ Jung
jie (Senior Designer)/ Jung An
Chul(Deputy Principal Designer)/
Ko Soo jin (Deputy Principal
Designer)

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 溝口祐
子
株式会社東芝（東京都）＋東芝ライ 株式会社東芝 デザインセンター
フスタイル株式会社（神奈川県）
小山崇、二宮正人、山内敏行

17G040303

SUPER L air cleaner
Indoor air quality
monitoring device
扇風機

17G040304

扇風機

17G040305

家庭用カバーステッチ専 カバーステッチ専用ミシン ブラザー工業株式会社（愛知県）
用ミシン
CV3550

17G040307

家庭用コンピューターミシ シンガー ヴィヴァーチェ 株式会社ハッピージャパン（東京
ン
シリーズ（TRX-3000,
都）

Joohyun Song/Assistant Section
Manager, Winia Design Team,
DAYOU WINIA Co.,Ltd. + Sanghwi
Choi/ Assistant Section Manager,
Winia Design Team, DAYOU WINIA
Co.,Ltd.

株式会社GKインダストリアルデザ
イン 加藤完治、松本 学

17G040308

ガスファンヒーター

リンナイ Harmo RCDH- リンナイ株式会社（愛知県）
T3501E ／大阪ガス
140-8073

リンナイ株式会社 開発本部 デザ
イン室 杉浦慎、東島宏彰、久保慶
和、宇佐美友恵

17G040309

セラミックファンヒーター

Panasonic セラミックファ
ンヒーター DS-FN1200

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 吉田浩
章、吉田尚史

17G040310

家庭用遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ MHS- 株式会社インターセントラル（岩手
900
県）
家庭用遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ MHS- 株式会社インターセントラル（岩手
700
県）
Smart Switch
Artisan Creator
Square industrial design Co.,Ltd
（China）＋An Hui artisan creator
technology Co.,Ltd（China）

INDIGO DESIGN 有限会社 代表
菅 悟史
INDIGO DESIGN 有限会社 代表
菅 悟史
Chen Wei Tao

17G040313

USB 出力付 急速充電器 BQ-CC57

パナソニック株式会社 AIS 社 エ
ナジーデバイス事業部（大阪府）

水田一久

17G040314

急速充電器

BQ-CC55

パナソニック株式会社 AIS 社 エ
ナジーデバイス事業部（大阪府）

水田一久

17G040315

ペット見守りシステム

Panasonic ペット見守りシ パナソニック株式会社（大阪府）
ステム KX-HN6030

17G040316

電気ホームシャワー

Panasonic DH-3NDP1 シ パナソニック株式会社（大阪府）
リーズ

17G040317

パーソナルアロマディ
フューザー

AROMASTIC

ソニー株式会社（東京都）

17G050318

イヤフォン

BeatsX イヤフォン

ビーツ・バイ・ドクタードレ（U.S.A.）

17G050319

ハイレゾ対応ステレオ
ヘッドホン
Headphones

ゼロオーディオ，CARBO 協和ハーモネット株式会社（京都
MEZZO/ZH-DX220-CM 府）
Air by crazybaby
CRAZYBABY Inc.（China）

17G050321

Shenzhen Voxtech
Co.,Ltd

17G050322

骨伝導ヘッドセット

AfterShokz Trekz Air
Bone Conduction
Headphones
Panasonic 骨伝導ヘッド
セット HS-CSH01G

17G050323

Mobile Inspection
AMobile
Assistant G60
ST7000 Small Tetra
ST7000
Radio
ワイヤレスノイズキャンセ MDR-1000X
リングヘッドホン

17G040311
17G040312

17G050320

17G050324
17G050325

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 三浦雄
一
パナソニック株式会社 アプライア
ンスアジアパシフィック社 デザイン
センター Tan Chien Shiung
ソニー株式会社 クリエイティブセ
ンター 木村 奈月、 勝樂 純子

山口孝士
Lianpeng Wu, Haixing Zhang,
Product design div.

Shenzhen Voxtech Co.,Ltd（China） Jun Xu, Yi Tang, Lei Zhong/ C3
Strategy Consultant Co.,Ltd
パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 コネクティッ
ドソリューションズ社 デザインセン
ター 高見満

AMobile Intelligent Corp.（Taiwan） Cheng-Cheng Chen, Industrial
Designer
Motorola Solutions（U.S.A.）
Mike Page, Nicola Girotti
ソニー株式会社（東京都）＋ソニー ソニー株式会社 クリエイティブセ
ビデオ&サウンドプロダクツ株式会 ンター 大西 民恵
社（東京都）

17G050326

スノースポーツ用 コミュニ NYSNO-10
ケーションギア

ソニー株式会社（東京都）＋ソニー ソニー株式会社 クリエイティブセ
ビデオ&サウンドプロダクツ株式会 ンター 八重樫 拓
社（東京都）

17G050327

Beker

Beker

17G050328

Bubble

ROOBO

17G050329

DAC内蔵ヘッドホンアンプ TA-ZH1ES

HAPPY ISLAND TECH CO.,LTD
Jordan Huang
（Taiwan）
Intelligent Steward Co.,Ltd（China） Feizi Ye, Huanpeng Chen, Yong
Zheng
ソニー株式会社（東京都）＋ソニー ソニー株式会社 クリエイティブセ
ビデオ&サウンドプロダクツ株式会 ンター 出口 道生
社（東京都）

17G050330

ワイヤレス振動スピー
カーシステム

Panasonic SC-RB5

17G050331

オーディーイレブン

オーディーイレブン

17G050332

Wireless 360-Degree
Speaker
ワイヤレススピーカーシ
ステム

Dell Wireless 360
Speaker System AE715
Panasonic SC-UA7

スピーカーシステム

Technics SB-G90

17G050333
17G050334

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 中嶋雅
幸
株式会社メディア・インテグレーショ スティッグ カールソン エスシーシー
ン（東京都）
アンド ティーンエイジ エンジニアリ
ング
Experience Design Group, Dell Inc. Experience Design Group, Dell Inc.
（U.S.A.）
パナソニック株式会社（大阪府）
パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 保田知
洋
パナソニック株式会社（大阪府）
パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 矢木良
一

17G050335

Skyworth Integrated
Speaker

Shenzhen Skyworth
Digital Technology
Co.,Ltd

Shenzhen Skyworth Digital
Technology Co.,Ltd（China）＋
Innozen Product Design Co.,Ltd
（China）

17G050336

サウンドバー

HT-MT500/HT-MT300

ソニー株式会社（東京都）＋ソニー ソニー株式会社 クリエイティブセ
ビデオ&サウンドプロダクツ株式会 ンター 和田 貴之
社（東京都）

17G050337

コンパクトステレオシステ Panasonic SC-HC1020,
ム
SC-HC1000

パナソニック株式会社（大阪府）

17G050338

コンパクトステレオシステ Technics SC-C70
ム

パナソニック株式会社（大阪府）

17G050339

ステレオインテグレーテッ Technics SU-G700
ドアンプ

パナソニック株式会社（大阪府）

17G050340

ダイレクトドライブターン
テーブルシステム

Technics SL-1200GR,
SL-1210GR

パナソニック株式会社（大阪府）

17G050341

AUDIO

LG Electronics, Inc.（Korea）

17G050342

OLED TV

Portable DJING Boom
Box (FJ8)
LG Signature OLED W7

17G050343

OLED TV

Skyworth W9 OLED TV

ShenZhen ChuangWei-RGB
Electornics Co.,Ltd.（China）

17G050344

有機EL テレビ

Panasonic TH-EZ1000 シ パナソニック株式会社（大阪府）
リーズ

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 伊藤正
勝、内藤英一郎、足立昭博

17G050345

4K対応有機ELテレビ

レグザ X910シリーズ

株式会社東芝 デザインセンター
本田達也

17G050346

4K有機ELテレビ

ブラビア(R) A1シリーズ

17G050347

OLED TV

OLED E7

17G050348

Xiaomi TV 4

Xiaomi

Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd
（China）

17G050349

LED TV

Daewoo Interior TV
'HUG'

DongbuDaewoo Electronics
（Korea）

17G050351

ポータブルテレビ

Panasonic UN-15TDX7

パナソニック株式会社（大阪府）

17G050352

ポータブルテレビ

Panasonic UN-15T7

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 杉山勇
樹、浅野花歩

17G050354

Portable USB Monitor

ASUS Zenscreen

Asustek Computer Inc.（Taiwan）

ASUS DESIGN CENTER

17G050355

27" Monitor

MZ Monitor Series

Asustek Computer Inc.（Taiwan）

ASUS DESIGN CENTER

17G050356

Ultrathin Monitor

17G050357

Dell 27 Ultrathin Monitor
S2718D
21:9 Curved Monitor
38UC99
Gaming Monitor

Ultra Wide Curved
Monitor
Gaming Monitor
32GK850
4K Photographer Monitor SW320

Experience Design Group, Dell Inc. Experience Design Group, Dell Inc.
（U.S.A.）
LG Electronics, Inc.（Korea）
Jae-won Lim

17G050358
17G050359

LG Electronics, Inc.（Korea）

株式会社東芝（東京都）＋東芝映
像ソリューション株式会社（青森
県）
ソニー株式会社（東京都）＋ソニー
ビジュアルプロダクツ株式会社（東
京都）
LG Electronics, Inc.（Korea）

Xian Chen, Hong Zhang, Michael
Bin Zheng, Lingzhu Shao, Lu Yu

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 宮田 賢
二
パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 保田知
洋
パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 矢木良
一
パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 矢木良
一
Kim kyungmin
Park Sun Ha, Kim Youn Soo, Shin
Jong Youn
Peng Liyuan, Chen Zhiyong, Wang
Mingming, Wei Shuxiao, Yang
Shusan, Huo Wenjie, Zhang Xiaohui

ソニー株式会社 クリエイティブセ
ンター 横田 洋明、桑尾 重哉
Yoon-Kyeong Lee, Young Won
Jeong
Ning Li, Weihao Wang, Haiyang Ren
Ko Soojin (Deputy Principal
Designer), Jeon Oesoo (Senior
Designer)
パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 杉山勇
樹、浅野花歩

LG Electronics, Inc.（Korea）

Tae-jin Lee

BenQ Corporation（Taiwan）

BenQ Lifestyle Design Center

17G050360

カラーマッチングシステム EIZO Quick Color Match EIZO株式会社（石川県）
およびColorEdge CS2730

株式会社 KUZE DESIGN 久世 迅

17G050362

Beam Projector

HF80J

LG Electronics, Inc.（Korea）

Eun-bong Lee

17G050363

JmGO P2
Mi Laser Home Cinema
Projector
Whaley K1

SHENZHEN HOLATEK CO.,LTD
（China）
Xiaomi Inc.（China）

Ying Liang, Ming Li, Dilong He,
Zhaonan Yang
Zhang Lei, Li Ningning

17G050365

Smart Portable
Projector
Laser Home Cinema
Projector
Smart Projector

Whaley Technology Corporation
（China）

Shen Yurui, Cheng Zheng, Peng
Jun, Wang Lei, Yang Zhensheng

17G050366

projector

GS1

BenQ Corporation（Taiwan）

BenQ Lifestyle Design Center

17G050364

17G050368

プロジェクター

EB-L1000 シリーズ

セイコーエプソン株式会社（長野
県）
パナソニック株式会社（大阪府）

セイコーエプソン株式会社 VPデ
ザイン部
パナソニック株式会社 コネクティッ
ドソリューションズ社 デザインセン
ター 湯山啓二

17G050369

DLP プロジェクター

Panasonic DLP プロジェ
クター PT-RZ21K、PTRS20K

17G050370

4Kプロジェクター

パワープロジェクター
4K501ST / 4K600STZ

キヤノン株式会社（東京都）

キヤノン株式会社 総合デザイン
センター 関根哲也（PD）／吉野彰
（UI）
ソニー株式会社 クリエイティブセ
ンター 石井 智裕、 渡邊 祥次、藤
木 学、辻田 裕介

17G050371

インタラクティブプロジェク Future Lab Program
ター
T/FL-T01

ソニー株式会社（東京都）

17G050372

スマートプロダクト

Xperia Touch

ソニー株式会社（東京都）＋ソニー ソニー株式会社 クリエイティブセ
モバイルコミュニケーションズ株式 ンター 植田 有信、土屋 圭史、松
会社（東京都）
島 正憲、Simon Henning、Studio
Nordic

17G050373

VR Headset

MiVR

17G050374

ウォッチ

FES Watch U

Beijing Xiaomi Mobile Software
Co.,Ltd（China）
ソニー株式会社（東京都）

17G050375

スマートウォッチ

wena wrist/ WN-WT01S, ソニー株式会社（東京都）
WN-WC01S

ソニー株式会社 クリエイティブセ
ンター 森本 壮、中山 寛、浅井
聡、松原 明香

17G050376

Smartwatch

Matrix Powerwatch

Matrix Industries（U.S.A.）

17G050377

Mobile Device

Galaxy S8 & Galaxy S8+

17G050378

Mobile Device

Galaxy S8 Active

Samsung Electronics Co.,Ltd.
（Korea）
Samsung Electronics Co.,Ltd.
（Korea）

Andrea Ponti, Ponti Design Studio
Ltd.
Mobile Design Team

17G050379

Mobile Device

2017 Galaxy J7 & J5

Samsung Electronics Co.,Ltd.
（Korea）

Joo-Hyung Lee, Woo-Seung Han,
Sang-Sik Park, Hyun-June Yang,
Joon-Ki Yun

17G050380

Mobile Device

W2017

Samsung Electronics Co.,Ltd.
（Korea）

Soo-Min Sohn, Ki-Seong Kim,
Kee-Moon Lee, Jun Kim

17G050381

Smart Phone

LG V34

LG Electronics, Inc.（Korea）

Hyejin Kim, Byunghyun Yi

17G050382

スマートフォン

Xperia XZ Premium

ソニー株式会社（東京都）＋ソニー ソニー株式会社 クリエイティブセ
モバイルコミュニケーションズ株式 ンター 植田 有信、濵 達也、青柳
会社（東京都）
聡

17G050383

スマートフォン

AQUOS R

シャープ株式会社（大阪府）

シャープ株式会社 IoT通信事業本
部 デザインスタジオ 田中隆士 、
山口大次郎、川村昌樹／ブラン
ディングデザイン本部 UXデザイン
スタジオ 岡田遥、井上静

17G050384

Smartphone

ASUS Zenfone AR

Asustek Computer Inc.（Taiwan）

ASUS DESIGN CENTER

17G050385

Smartphone

ASUS Zenfone 4 series

Asustek Computer Inc.（Taiwan）

ASUS DESIGN CENTER

17G050386

smartphone

Asustek Computer Inc.（Taiwan）

ASUS DESIGN CENTER

17G050387

Smartphone

ASUS Zenfone 4 Selfie
Pro
Smartisan U2 Pro

Smartisan Industrial Design Team

17G050388

Smartphone

Mi MIX

Smartisan Technology Co.,Ltd.
（Hong Kong）
Xiaomi Communications Co.,Ltd
（China）

17G050389

スマートフォン

TORQUE G03

17G050390

携帯電話機

かんたんケータイ KYF36 京セラ株式会社（京都府）

17G050391

携帯電話

キッズケータイ F-03J

京セラ株式会社（京都府）

Mi Design Team
ソニー株式会社 クリエイティブセ
ンター 大田 潔、庄司 友紀、兵野
涼子、青柳 聡

Jae-Woong Chung, Ji-Eun Myung,
Yun-Eui Cho, Ji-Sang Park, DoHyung Ha

Xiao Yanlin and Shan He from
Xiaomi Smartphone Industrial
Design Team
京セラ株式会社 通信機器事業本
部デザインセンター プロダクトデ
ザイン 西川規理、カラーデザイン
亀岡永子
京セラ株式会社 通信機器事業本
部デザインセンター プロダクトデ
ザイン 八谷英俊、カラーデザイン
野崎友里子

富士通デザイン株式会社（神奈川 富士通デザイン株式会社 森口健
県）＋富士通株式会社（神奈川県） 二、京谷美穂＋株式会社イマジカ
＋富士通コネクテッドテクノロジー デジタルスケープ 田中律佐子
ズ株式会社（神奈川県）＋株式会
社NTTドコモ（東京都）

17G050393

Mobile Device

17G050394

17G050395
17G050396

Samsung Electronics Co.,Ltd.
（Korea）

Sun-Woong Ham, Sae-Yoon Huh,
Min-Ah Koh, Hyun-Sook Kim, YuGuen Kim

パーソナルコンピューター Panasonic CF-XZ

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 コネクティッ
ドソリューションズ社 デザインセン
ター 田中洋平／アプライアンス社
デザインセンター 佐藤徹

Acer Inc.（Taiwan）
Experience Design Group, Dell Inc.
（U.S.A.）
富士通デザイン株式会社（神奈川
県）＋富士通クライアントコンピュー
ティング株式会社（神奈川県）＋富
士通株式会社（神奈川県）

Ian, Li / Atsushi, Yang
Experience Design Group, Dell Inc.

17G050397

2-in-1 detachable laptop Acer Switch 7
Premium 2 in 1 Mobile
Dell XPS 13
Laptop
ノートブックPC
LIFEBOOK UHシリーズ

17G050398

Notebook PC

LG Electronics, Inc.（Korea）

17G050399

パーソナルコンピューター ThinkPad X1 Yoga

レノボ・ジャパン株式会社（東京都） デザイン/ユーザーエクスペリエン
ス：高橋 辰之輔、（人間工学）
Matthew Geary

17G050400

パーソナルコンピューター ThinkPad X1 Carbon

レノボ・ジャパン株式会社（東京都） デザイン／ユーザーエクスペリエン
ス：鎌田 新平、（人間工学）Markus
Takashi Heberlein

17G050402
17G050403
17G050404
17G050405

Notebook PC
Notebook PC
Convertible laptop
LAPTOP

Acer Inc.（Taiwan）
Acer Inc.（Taiwan）
Acer Inc.（Taiwan）
Asustek Computer Inc.（Taiwan）

Rice Hsieh, Paul Huang
Eric So Liu, Paul Huang
Ian, Li / Atsushi, Yang
ASUS DESIGN CENTER

17G050406

Laptop

Asustek Computer Inc.（Taiwan）

ASUSTEK COMPUTER INC.

17G050407

Laptop

Asustek Computer Inc.（Taiwan）

ASUSTEK COMPUTER INC.

17G050408

LAPTOP

Predator Triton 700
Swift 5
Acer Spin 5
ASUS ZENBOOK Flip
UX370
ASUS ZENBOOK
UX430/530 series
Zenbook 3 Deluxe
(UX490)
ASUSPRO B9440

Asustek Computer Inc.（Taiwan）

ASUS DESIGN CENTER

17G050409

LAPTOP

Asustek Computer Inc.（Taiwan）

ASUS DESIGN CENTER

17G050410

GAMING LAPTOP

ASUS Education
Chromebook Flip C213
GX501 series

Asustek Computer Inc.（Taiwan）

ASUS DESIGN CENTER

17G050411

Dell Inspiron 15 7000
Gaming Laptop
Dell Inspiron 27 7000
AIO
Aspire S24

Experience Design Group, Dell Inc. Experience Design Group, Dell Inc.
（U.S.A.）
Experience Design Group, Dell Inc. Experience Design Group, Dell Inc.
（U.S.A.）
Acer Inc.（Taiwan）
Acer Inc.

17G050414

Gaming/High
Performance Laptop PC
Premium All in One
Desktop PC
All-In-One Desktop
Computer
ALL-IN-ONE PC

ASUS ZN AIO SERIES

Asustek Computer Inc.（Taiwan）

ASUS DESIGN CENTER

17G050415

デスクトップPC

FMV ESPRIMO FH77

富士通デザイン株式会社（神奈川
県）＋富士通クライアントコンピュー
ティング株式会社（神奈川県）＋富
士通株式会社（神奈川県）

富士通デザイン株式会社 星真人
＋株式会社イマジカデジタルス
ケープ 岩田永太郎＋株式会社ア
ルテクナ 渡邊剛士

17G050416

ワークステーション

CELSIUS M770 シリーズ 富士通株式会社（神奈川県）＋富
士通クライアントコンピューティング
株式会社（神奈川県）＋富士通デ
ザイン株式会社（神奈川県）

富士通デザイン株式会社 マーク・
フリーセン、トニー・コバリング、諸
岡寿夫＋LUNAR ヨーロッパデザイ
ンチーム

17G050417

Desktop PC

ASUS Vivo PCX

Asustek Computer Inc.（Taiwan）

ASUS DESIGN CENTER

17G050418

Desktop PC

Asustek Computer Inc.（Taiwan）

ASUS DESIGN CENTER

17G050419

インダストリアルコン
ピュータ

Asus VivoMini VC66
Series
RICOH AP-10A

株式会社リコー（東京都）

株式会社リコー 知的財産本部
総合デザインセンター 日比将市、
長野修司

17G050420

Motherboard

Asustek Computer Inc.（Taiwan）

ASUS DESIGN CENTER

17G050421

DDR4 Memory Module

ROG Maximus IX
Extreme Motherboard
T-FORCE XTREEM

TEAM GROUP INC.（Taiwan）

Kevin Wu, Product Development
Div, TEAM GROUP INC.

17G050422

Force Keyboard &
Trackpad

PEGACASA

Pegatron Corporation（Taiwan）

PEGACASA Design Team,
PEGATRON CORP.

17G050412
17G050413

Galaxy Book

Gram 15 (15Z970)

富士通デザイン株式会社 森口健
二、益山宜治

Hee-chang Lee, Tae-jin Lee

17G050423

ゲームコントローラー

PlayStation®VR シュー
ティングコントローラー

株式会社ソニー・インタラクティブエ 株式会社ソニー・インタラクティブエ
ンタテインメント（東京都）
ンタテインメント コーポレートデザ
インセンター UXプラットフォームデ
ザイングループ 野久尾太一

17G050424

トラックボール

ヒュージ

エレコム株式会社（大阪府）

エレコム株式会社 商品開発部 コ
ンダクションデバイス課 佐藤慶太

17G050425

マウス

エッグマウスフリー

エレコム株式会社（大阪府）

エレコム株式会社 商品開発部 コ
ンダクションデバイス課 佐藤慶太

17G050426

レンズ交換式デジタルカ ILCE-9
メラ

ソニー株式会社（東京都）＋ソニー ソニー株式会社 クリエイティブセ
イメージングプロダクツ＆ソ リュー ンター
ションズ株式会社（東京都）

17G050427

デジタル一眼レフカメラ

EOS 5D Mark IV

キヤノン株式会社（東京都）

キヤノン株式会社 総合デザイン
センター 稲積めぐみ（PD)／山﨑
伸吾、釘澤友美子（UI)

17G050428

ミラーレスカメラ

EOS M5

キヤノン株式会社（東京都）

キヤノン株式会社 総合デザイン
センター 松本康、大石裕紀（PD）
／吉尾勝人、橘川武史（UI）

17G050429

デジタル一眼レフカメラ

EOS Kiss X9

キヤノン株式会社（東京都）

キヤノン株式会社 総合デザイン
センター 稲積めぐみ（PD)／小林
奈津子、山﨑伸吾、中村安紗美
（UI)

17G050430

デジタル一眼レフカメラ

Nikon D850

株式会社ニコン（東京都）

株式会社ニコン 映像事業部 デ
ザイン部 二階堂 豊、渡邉純人、
熊崎武敏、梅原高志、滝澤慎吾

17G050431

デジタル一眼レフカメラ

Nikon D7500

株式会社ニコン（東京都）

株式会社ニコン 映像事業部 デ
ザイン部 二階堂翔太、渡邉純人、
三浦 操、松田俊一

17G050432

ミラーレス一眼カメラ

OM-D System for
Professionals

オリンパス株式会社（東京都）

オリンパス株式会社 デザインセン
ター 野原 剛、酒井 浩次、田島 健
司

17G050433

ミラーレス一眼カメラ

OLYMPUS OM-D E-M1
Mark II

オリンパス株式会社（東京都）

オリンパス株式会社 デザインセン
ター 酒井 浩次、岡田 圭司

17G050434

ミラーレス一眼カメラ

OM-D E-M10 Mark III

オリンパス株式会社（東京都）

オリンパス株式会社 デザインセン
ター 酒井 浩次、山本 紗知恵

17G050435

デジタルカメラ

Panasonic Digital Camera パナソニック株式会社（大阪府）
DC-GH5

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 政野耕
治、吉山豪

17G050436

デジタルカメラ

17G050437

デジタルカメラ

Panasonic Digital Camera パナソニック株式会社（大阪府）
DC-GF9, DC-GX800,
DC-GX850
FUJIFILM X-Pro2 グラ
富士フイルム株式会社（東京都）
ファイト エディション

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 北出克
宏
富士フイルム株式会社 デザイン
センター 佐藤純、小俣武治

17G050438

デジタカメラ

FUJIFILM X-T20

富士フイルム株式会社（東京都）

17G050439

デジタルカメラ

FUJIFILM X-E3

富士フイルム株式会社（東京都）

富士フイルム株式会社 デザイン
センター 酒井真之 佐久間奈々
恵
富士フイルム株式会社 デザイン
センター 齊藤大、小俣武治

17G050440

APS-Cサイズ一眼レフデ PENTAX KP
ジタルカメラ

17G050441

カメラ用交換レンズ

17G050442

デジタルカメラ用交換レン フジノンレンズ GF110mm 富士フイルム株式会社（東京都）
ズ
F2 R LM WR

富士フイルム株式会社 デザイン
センター 池亀春香

17G050443

デジタルカメラ用交換レン フジノンレンズ
ズ
GF23mmF4 R LM WR

富士フイルム株式会社（東京都）

富士フイルム株式会社 デザイン
センター 池亀春香

17G050444

デジタルカメラ用交換レン フジノンレンズ F2ライン 富士フイルム株式会社（東京都）
ズ
ナップ（XF23mm F2 R WR
/ XF35mm F2 R WR /
XF50mm F2 R WR）

富士フイルム株式会社 デザイン
センター 佐藤純

株式会社リコー（東京都）

EF70-300mm F4-5.6 IS キヤノン株式会社（東京都）
II USM

株式会社リコー 知的財産本部
総合デザインセンター 羽賀正明、
松下武、松田多加志
キヤノン株式会社 総合デザイン
センター 保刈祐介、宮原和彦、千
葉俊巳

17G050445

GFXカメラシステム用 縦 パワー・ブースター・グ
位置グリップ
リップ VG-GFX1

富士フイルム株式会社（東京都）

富士フイルム株式会社 デザイン
センター 今井雅純

17G050447

ハイブリッドインスタントカ instax SQUARE SQ10と
メラ
instax SQUARE Film（シ
ステム）
インスタントカメラ
instax mini9

富士フイルム株式会社（東京都）

富士フイルム株式会社 デザイン
センター 酒井真之、藤野リナ

富士フイルム株式会社（東京都）

富士フイルム株式会社 デザイン
センター 礒崎 誠

17G050448
17G050449

4Kメモリーカード・カメラレ Panasonic メモリーカー パナソニック株式会社（大阪府）
コーダー
ド・カメラレコーダー AGUX180/AG-UX90
放送用ズームレンズ
FUJINON UA27x6.5
富士フイルム株式会社（東京都）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 西脇憲
治
富士フイルム株式会社 デザイン
センター 酒井裕之

17G050451

放送用ポータブルズーム FUJINON UA14x4.5
レンズ

富士フイルム株式会社（東京都）

富士フイルム株式会社 デザイン
センター 酒井裕之

17G050452

シネマカメラレンズシリー FUJINON MK18-55mm
富士フイルム株式会社（東京都）
ズ
T2.9/ MK50-135mm T2.9

富士フイルム株式会社 デザイン
センター 酒井裕之

17G050453

シネレンズ

SIGMA CINE LENS

株式会社シグマ（神奈川県）

17G050454

多目的カメラ

ME20F-SH

キヤノン株式会社（東京都）

イワサキデザインスタジオ 岩崎一
郎
キヤノン株式会社 総合デザイン
センター 森隆志

17G050455

アクションカメラ

KeyMission

株式会社ニコン（東京都）

株式会社ニコン 映像事業部 デ
ザイン部 中島充雄、淺野宏幸、星
智浩、鈴木 舟、藤田 力、宇梶純
一、有馬由桂、青木友希、小畑 一
真

17G050456

Action Camera

GoPro HERO5 Black

GoPro（U.S.A.）

GoPro Industrial Design Team

17G050457

Micro-sized Action
Camera
Innovative 3-Axis
Smartphone Gimbal

GoPro HERO5 Session

GoPro（U.S.A.）

GoPro Industrial Design Team

SNOPPA

GWOWO Technology Co. Ltd.
（China）

17G050459

ボディウォーンカメラ

Panasonic WV-TW370P

パナソニック株式会社（大阪府）

Weiling Li, Junliang Long, Hudong
He, Yiyi Xu, Ni Jiao, GWOWO
DESIGN
パナソニック株式会社 コネクティッ
ドソリューションズ社 デザインセン
ター 鹿取丈人

17G050460

360度カメラ

17G050461

Panoramic Camera

17G050462

全天球ライブカム

Panasonic 360度ライブカ パナソニック株式会社（大阪府）
メラ AW-360C10（360度
ライブカメラヘッド） AW360B10（360度ライブカメ
ラベースユニット）
Insta360 Pro
Shenzhen Arashi Vision Company
Limited（China）
RICOH R Development
株式会社リコー（東京都）
Kit

17G050463

全天球カメラ

RICOH THETA V

株式会社リコー（東京都）

株式会社リコー 知的財産本部
総合デザインセンター 鶴岡直人、
西村裕太、福丸幸子、河俊光＋株
式会社デスケル

17G050464
17G050465
17G050466

Acer Smart DashCam
360 degree Camera
Gear 360

Acer Vision360
Holo360
Galaxy

Acer Inc.（Taiwan）
Acer Inc.（Taiwan）
Samsung Electronics Co.,Ltd.
（Korea）

Angus Chen, Lowey Tsao
Acer Inc.
WOOJUNG MOON, NAMKYU KIM,
KYUNGHAN NOH

17G050467

ROV

PowerRay

Feng Fan

17G050468

LTE smart handheld data POC-E3316
terminal

Power Vision Robot Corporation
（China）
Hytera Communications
Corporation Limited（China）

17G050469

セキュリティカメラ

17G050470

Baby Monitor

17G050471

17G050472

17G050450

17G050458

パナソニック株式会社 コネクティッ
ドソリューションズ社 デザインセン
ター 森下悦仁
Even Wang, Livi Huang, River He,
Benjamin Kwok
株式会社リコー 知的財産本部
総合デザインセンター 河俊光

Chen Huiting

Secual Cam Ady（セキュ 株式会社Secual（東京都）
アル カム アディ）
CupCake
Shenzhen Ge Wai Design
Management Co.,Ltd.（China）

有限会社アイディープラス 井植
洋
CHEN FENGMING, CHEN YUJIE,
CHEN SHAO LONG, LIANG
JIAMIN, YANG JUNLONG, YAN
YANHUI, YANG WEIPENG

育児アイテム

Pechat

株式会社博報堂（東京都）

株式会社博報堂 小野直紀、山本
侑樹、杉山ユキ、関根友見子＋株
式会社博報堂アイ・スタジオ 佐野
彩香、柳 太漢

Pudding BeanQ Smart

ROOBO

Intelligent Steward Co.,Ltd（China） Feizi Ye, Bin Zheng, Haichen

17G050473

ホームIoTターミナル

TH-GW10

17G050474

ヘムスゲートウェイ

キューブ J

17G050475

Tichome mini

Mobvoi

17G050476

カーテン自動開閉機

17G050477

株式会社東芝（東京都）＋東芝映 株式会社東芝 デザインセンター
像ソリューション株式会社（青森
本田達也、渡辺隆行
県）
NextDrive株式会社（東京都）
NextDrive株式会社 マーケティン
グ部 王鴻彥
Shuai Guo

mornin'

Shanghai Mobvoi Information
Technology Company Limited
（China）
株式会社ロビット（東京都）

文教用アクセスポイント

WAPM-2133TR

株式会社バッファロー（愛知県）

株式会社バッファロー 共通技術
部デザイン課 池上響

17G050478

Access router 650

HUAWEI

Sha Sujie

17G050479

Pocket WiFi 601ZT

Pocket WiFi 601ZT

Huawei Technologies Co.,Ltd.
（China）
ZTE CORPORATION（東京都）

17G050480

モバイルプリンター

レインドロップ

ブレイン株式会社（東京都）

天毛伸一

17G050481

インクジェットプリンター

EW-M670FT / EWM571T
EP-50V

17G050485

A4 プリンター・複合機

Versalink C600/C500,
Versalink C605/C505

17G050486

カラーレーザー複合機シ HL-L8360CDW / MFCリーズ
L8610CDW

ブラザー工業株式会社（愛知県）

ブラザー工業株式会社 マーケティ
ング企画センター 総合デザイン部
御田政義、マルチンコワルスキー、
上垣直希、中田佑輔、大川千尋

17G050487

カラーレーザー複合機シ HL-L9310CDW / MFCリーズ
L9570CDW

ブラザー工業株式会社（愛知県）

ブラザー工業株式会社 マーケティ
ング企画センター 総合デザイン部
御田政義、マルチンコワルスキー、
上垣直希、中田佑輔、大川千尋

17G050489

A3 複合機

富士ゼロックス株式会社（東京都） 富士ゼロックス株式会社 ヒューマ
ンインタ―フェイスデザイン開発部
椎原務、木村英俊、野口由希、野
村彩菜

17G050490
17G050491

インクジェットA3カラー複 LX-10000F/7000F
合機
Large Format Printer
Oce Colorado 1640

17G050492

デジタル多機能電話機

17G050493

デジタルペーパー

DPT-RP1

17G050494

翻訳機

17G050495

Personal cloud storage

イリー ウェアラブル音声 株式会社ログバー（東京都）
株式会社ログバー
翻訳機
Apollo Cloud 2
Promise Technology, Inc.（Taiwan） Center Liu, Alan Yeh, Engineer,
Yuan Liao, UI Designer, Promise
Technology

17G050496

ポータブルハードディスク シリコンパワー Armor
ドライブ
A62
SD700 External SSD
ADATA Technology Co.,
Ltd.
M.2 SSD 外付けドライブ CM42
ケース

17G050482
17G050483
17G050484

17G050497
17G050498

セイコーエプソン株式会社（長野
県）
インクジェットプリンター
セイコーエプソン株式会社（長野
県）
ビジネスインクジェットプリ PX-M680F / PX-M780F セイコーエプソン株式会社（長野
ンター
/ PX-M781F
県）
A4カラーレーザー複合機 Satera MF730 / 630シ
キヤノン株式会社（東京都）
／プリンター
リーズ Satera LBP650
/ 610シリーズ

ApeosPort-VI C /
DocuCentre-VI Cシリー
ズ

高橋翔太、米原直美

株式会社DESIGN FOR INDUSTRY
北川大輔＋ZTE Corporation 範凱

セイコーエプソン株式会社 Pデザ
イン部
セイコーエプソン株式会社 Pデザ
イン部
セイコーエプソン株式会社 Pデザ
イン部
キヤノン株式会社 総合デザイン
センター 林英樹、仙敷保典、塩崎
彰久（PD）／柴田高幸、坂本茜
（UI）

富士ゼロックス株式会社（東京都） 富士ゼロックス株式会社 ヒューマ
ンインタ―フェイスデザイン開発部
扇一行、大久保恵、武内雅明、竹
内功

セイコーエプソン株式会社（長野
県）
Oce, A Canon Company
（Netherlands）

セイコーエプソン株式会社 Pデザ
イン部
Arjen Wind, PPP design, Oce
Technologies, Oce A Canon
Company
DG-station 100 シリーズ 富士通デザイン株式会社（神奈川 富士通デザイン株式会社 長尾英
県）
児＋富士通エフサス・クリエ株式会
社 原良子＋株式会社アルテクナ
千崎雄大
ソニー株式会社（東京都）＋ソニー ソニー株式会社 クリエイティブセ
イメージングプロダクツ＆ソ リュー ンター 荻下 直樹、宮野 有子、東
出 元輝、小林 翔、布施 基雄
ションズ株式会社（東京都）

シリコンパワージャパン株式会社
（東京都）
ADATA Technology Co.,Ltd.
（Taiwan）
Transcend Information, Inc.
（Taiwan）

蔡卉柔／許硯翔
Tom Tsai
トランセンド・インフォメーション社
エリック・ワン、アモ・ツァン、ポー
ル・リン、アンディ・チャン、サティー
ン・ウー

17G050499

3 in 1 USBフラッシュメモ シリコンパワー Mobile
リ
C50
reader, storage, card
PQI
reader for iOS

シリコンパワージャパン株式会社
（東京都）
PQI / Power Quotient
International Co.,Ltd.（Taiwan）

Innergie- A brand of
Delta
Evoko Groupie

Delta Electronics, Inc.（Taiwan）

Red Hung/ Industrial designer

Evoko Unlimited AB（Sweden）

above

17G060504

PowerJoy 30C USB-C
Wall Charger
Wide angle illumination
lens
デジタルロック

PiACK Ⅱ（ピアック ツー） 美和ロック株式会社（東京都）

美和ロック株式会社 商品企画部
デザイングループ 課長代理 加
治屋京司

17G060505

電球

アイリスオーヤマ株式会社 デザイ
ンセンター 宮脇将志

17G060506

LED電球

アイリスオーヤマ LED人 アイリスオーヤマ株式会社（宮城
感センサー電球 LDR8L- 県）
H-6S LDR8N-H-6S
LDR5L-H-6S LDR5NH-6S
サイフォングランデ
株式会社ビートソニック（愛知県）

17G060507
17G060508

Akro
Lighting

L&L Luce&Light
WiT MindDuo

17G060509

connected desk light

17G060510

レビオ

Philips EyeCare
Philips Lighting（Netherlands）
connected desk lamp gen
2
LEDタスクライト
株式会社YAMAGIWA（東京都）

17G060511

デスクライト

トア

17G060512

照明

17G060513

照明器具

ジュジュ

17G060514

センサーライト

17G060515

屋外用照明器具

フリーアーム式LEDセン 株式会社ムサシ（兵庫県）
サーライト
美彩（2017モデル／屋外 株式会社LIXIL（東京都）
用和風照明）

株式会社ツジモトデザインオフィス
辻本泰嗣
株式会社LEM空間工房 長町志穂
＋株式会社LIXIL Housing
Technology Japan エクステリア開
発部 今泉剛、藤井郁

17G060516

エアーコンディショナー

小空間マルチカセット コ ダイキン工業株式会社（大阪府）
コタス

ダイキン工業株式会社 テクノロ
ジー・イノベーションセンター 先端
デザイングループ 山下真菜

17G060517

カラーエアコン

KADEN Colors

有限会社長谷川電家商会（東京
都）

有限会社長谷川電家商会 代表取
締役社長 長谷川 記史

17G060518

エアーコンディショナー

FTXM25SVLT

ダイキン工業株式会社（大阪府）

ダイキン工業株式会社 テクノロ
ジーイノベーションセンター 先端
デザイングループ 長治雅彦

17G060519

エアーコンディショナー

F22VTUSS

ダイキン工業株式会社（大阪府）

ダイキン工業株式会社 テクノロ
ジーイノベーションセンター 先端
デザイングループ 中森大樹

17G060520

エアーコンディショナー

Panasonic CS-X408C2
シリーズ

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 木下和
美、中村実

17G060521

エアーコンディショナー

Panasonic CS-J227C シ パナソニック株式会社（大阪府）
リーズ

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 羽鳥功
二、山野潤

17G060522

エアーコンディショナー

FUJITSU KGシリーズ

株式会社富士通ゼネラル（神奈川 株式会社富士通ゼネラル 空調機
県）
デザイン開発部 プロダクトデザイ
ン部 上野慎太郎、藤岡充央

17G060523

家庭用壁掛けエアコン

OP-E221MX

広東美的制冷設備有限公司 家用 叶家兵、甘りん、程洪
空調事業部（China）

17G060524

エアーコンディショナー

霧ヶ峰 MSZ-ZWシリー
ズ、MSZ-ZXVシリーズ

三菱電機株式会社（東京都）

17G050501

17G050502
17G050503

L&L Luce&Light（Italy）
BenQ Corporation（Taiwan）

邱美玲
National Taiwan University of
Science and Technology/ Mr.
Yeng-Horng Perng, Mr. YU-FA
CHIU

株式会社ビートソニック 生産技術
部 戸谷大地
L&L Luce&Light
BenQ Lifestyle Design Center
Thijmen Galekop
ヤマギワ ライティング デザイン

株式会社アンビエンテック（神奈川 RKDS 小関隆一
県）
ペンダントライト 大正浪 廣田硝子株式会社（東京都）
Tamaki Design Studio 玉置潤平、
漫硝子
玉置唯織＋パナソニック株式会社
エコソリューションズ社 デザインセ
ンター 白鳥真衣子
鈴木照明株式会社（東京都）

山本秀夫

三菱電機株式会社 デザイン研究
所 藤ヶ谷 友輔、加藤 弘之

17G060526

エアーコンディショナー

三菱電機株式会社 デザイン研究
所 楠木 陽子、前谷 典輝

ペレットストーブ

一方向天井カセット形
三菱電機株式会社（東京都）
MLZ-RXシリーズ、MLZGXシリーズ、MLZ-HXシ
リーズ
時計型Plus YNE-60
株式会社ホンマ製作所（新潟県）

17G060527
17G060528

ヒートポンプ式給湯暖房
機

Panasonic WH-ADCシ
リーズ

パナソニック株式会社（大阪府）

17G060529

ヒートポンプ式給湯暖房
機

Panasonic WH-SDCシ
リーズ

パナソニック株式会社（大阪府）

17G060530

ハイブリッド型パワーコン Panasonic パワーステー パナソニック株式会社（大阪府）
ディショナ
ションS
LJPB21/LJPB22

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 松本 哲
也
パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 松本 哲
也
パナソニック株式会社 エコソ
リューションズ社 デザインセンター
日高 正隆、大槻 顕

17G060531

スツール

17G060532

スツール

17G060533

食堂椅子

17G060534

食堂椅子

TASTO STACKING
DC315-1W
DC343-1W

17G060535

椅子

Argyle

17G060536

ダイニングチェア

AWASE

ナガノインテリア工業株式会社（福
岡県）
ナガノインテリア工業株式会社（福
岡県）
株式会社プレステージ ジャパン
（東京都）
飛驒産業株式会社（岐阜県）

17G060537

ループチェア

LLC41F/LLC41A

柏 木工株式会社（岐阜県）

17G060538

椅子

C-Fit-Chair（シーフィット 中津家具株式会社（大分県）＋大 NAHO DESIGN 松野奈帆＋大分
チェア）［トライアングル・ 分県立芸術文化短期大学（大分 県立芸術文化短期大学 松本康史
キュービック］
県）＋大分県立看護科学大学（大 ＋大分県立看護科学大学 麻生優
分県）＋大分県産業科学技術セン 恵＋大分県産業科学技術センター
佐藤幸志郎、北嶋俊朗、兵頭敬一
ター（大分県）
郎

17G060539

低座シーティング

バッソ

株式会社岡村製作所（神奈川県） 株式会社岡村製作所 デザイン本
部製品デザイン部 戸塚新平

17G060540

椅子

フレックスチェア

株式会社ヤマザキ（埼玉県）

橋田規子、山﨑隆一

17G060541

table

tii

GuangZhou Living Together
Furniture Co.,Ltd.（China）

Zhou AnBin

17G060542

テーブル・キッチン

圧密国産杉のテーブルと 後藤木材株式会社（岐阜県）
キッチン

株式会社貞雄 代表 土谷貞雄＋
株式会社TENHACHI 佐藤圭

17G060543

テーブル

Guideline System

株式会社九銘協（福岡県）

株式会社 九銘協 峯公一郎、河本
裕行＋NINE PER ONE ヤマウチ
マサヒロ＋松尾樫工場 松尾武

17G060544

炉付き八角テーブル

八角炉

株式会社星野民藝（福岡県）

17G060549

株式会社星野民藝 代表取締役
竹内主直
親子で作る学習机
キミのつくえ
株式会社トイロ（広島県）
ハンクラデザイン 島谷将文 島谷
寿美礼
国産木材・竹材使用の家 秋田コレクション・フラット 株式会社喜多俊之デザイン研究所 喜多俊之
具プロジェクト
バンブー
（大阪府）
kids furniture
Tinkle-Pop
iloom（Korea）
JungSoo Huh
キッズ家具
トッカトゥットシリーズ
株式会社マストロ・ジェッペット（福 富永周平、田中英樹、フェルナン
島県）
ダ・ブランダオ
壁寄せTVスタンド
ウォール テレビスタンド 株式会社ナカムラ（東京都）
戸澤 大志

17G060550

家具

小泉誠

17G060551

Khan Kluay

住まいの中に、木の小部 三菱地所レジデンス株式会社（東
屋「箱の間」【ライフスタイ 京都）
ルやライフステージの変
化に応じ、住空間に“気
軽”に変化を与え、新たな
居場所をつくる間仕切り
家具】
Hari Ora
Unique Space Co.,Ltd.（Thailand）

17G060552

SONNET PLATFORM
BED FRAME
Adjustable twin bed and
bed room furniture
ベッド

ZINUS

ZINUS Inc（Korea）

Argian

iloom（Korea）

NARI KANG, JIYEON KIM, HYEJIN
HAN
HyuhJin Lee

インタイム 1000

パラマウントベッド株式会社（東京 パラマウントベッド株式会社 技術

17G060545
17G060546
17G060547
17G060548

17G060553
17G060554

黒川玲

デュエンデ ベントスツー 株式会社マークスインターナショナ 岩元航大
ル
ル（東京都）
PPスタッキングスツール 株式会社良品計画（東京都）
ジャスパー モリソン
村澤一晃
中尾雅治
ドリルデザイン
有限会社イガラシデザインスタジオ
五十嵐 久枝
牛丸 敏彦（柏木工株式会社）

Chayanin Sakdikul, Product
Design, Concept Design / Nutdnai
Siribongkot, Product Design ,
Product Detail

17G060555
17G060556
17G060557

ベッド（寝具）

人類進化ベッド2017モデ
ル
折りたたみベッドフレーム Z型折りたたみベッドフ
レーム
マットレス
テンピュール® マットレス
コレクション

株式会社イワタ（京都府）
株式会社夢ハウス（新潟県）

石川新一（東南西北デザイン研究
所）
企画開発部主任 石川真理子

テンピュール・シーリー・ジャパン有 Ida Tulsgaard Jensen, Designer,
限会社（東京都）
Tempur Sealy International, Inc.

17G060558
17G060559

3wayベッド
突っ張り棒

KOTOKA
DRAW A LINE シリーズ

株式会社エトウ（福岡県）
糸山 浩司
平安伸銅工業株式会社（大阪府） 株式会社テント インダストリアル
デザイナー／アートディレクター
青木 亮作、治田 将之＋TAKUBO
DESIGN STUDIO 田久保 彬

17G060560

ブラインド
壁用鉄のオブジェクト

ノーマンジャパン株式会社（東京
都）
株式会社杉山製作所（岐阜県）

ノーマングループ研究開発部

17G060561

スマートプライバシー機
能（ループコードタイプ）
ウォールデコ

17G060562

Lineare New Collection

Grohe

Grohe AG（Germany）

Grohe In-house Design Team

17G060563

Concetto Professional

Grohe

Grohe AG（Germany）

Grohe In-house Design Team

17G060564

Sense and Sense Guard

Grohe

Grohe AG（Germany）

Grohe In-house Design Team

17G060565

ガスビルトインコンロ

リンナイ RHD312GM
RHD322GM

リンナイ株式会社（愛知県）

リンナイ株式会社 開発本部 デザ
イン室 山田勇雄

17G060566

ガスビルトインコンロ

フェイシスシリーズ

株式会社パロマ（愛知県）

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、小林千夏

17G060567

IHクッキングヒーター

Panasonic KY-T937SL

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 速水孝
之、寺田大樹

17G060568

IHクッキングヒーター

Panasonic KY-B917AF

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 杉本昌
士、寺田大樹

17G060569

IHクッキングヒーター

Panasonic KY-B627SL

パナソニック株式会社（大阪府）

17G060570

IHクッキングヒーター

Panasonic KY-T937VL

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 寺田大
樹
パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 速水孝
之、寺田大樹

17G060571

換気扇（レンジフード）

タカラスタンダード株式会社（大阪 タカラスタンダード株式会社 開発
府）
部 中原勝久、児玉 英男

17G060572

レンジフード

ホーロークリーンレンジ
フード VRAシリーズ
（VRAE,VRAS-E）
ユーフォー

17G060573

レンジフード搭載機能

オイルスマッシャー

富士工業株式会社（神奈川県）

富士工業株式会社 開発本部設計
部 鈴木勝／開発本部開発部 丸
川雄一

17G060574

キッチン

エスティコ

商品部 田尻 健一

17G060575

キッチン

セラジーノ

17G060576

JUSTIME

17G060577

Lucky 7 Two-Handle
Wall-Mounted Basin
Faucet
洗面ボウル

株式会社サンワカンパニー（大阪
府）
株式会社サンワカンパニー（大阪
府）
SHENG TAI BRASSWARE
CO.,LTD（Taiwan）

17G060578

洗面ボウル

シガラキ イロドリ

17G060579

洗面台

カーラ

17G060580

洗面台

デリエレ

17G060581

洗面器

YL-A401

17G060582

ユニットバス部材

Panasonic スゴピカシリー パナソニック株式会社（大阪府）
ズ

17G060583

シャワーヘッド

ミストップ・リッチシャワー 株式会社水生活製作所（岐阜県） KEISUKE FUNAHASHI DESIGN
代表 舟橋慶祐

シガラキ エン

柴田文江

株式会社トーヨーキッチンスタイル 株式会社トーヨーキッチンスタイル
（愛知県）
企画開発部 商品デザイン課 デ
ザイナー 中村光一

株式会社サンワカンパニー（大阪
府）
株式会社サンワカンパニー（大阪
府）
株式会社サンワカンパニー（大阪
府）
株式会社サンワカンパニー（大阪
府）
株式会社LIXIL（東京都）

商品部 田尻健一、大澤康弘
JUSTIME TEAM of SHENG TAI
BRASSWARE CO.,LTD.
商品部 多田 嘉行
商品部 多田 嘉行
商品部 多田 嘉行
商品部 糴川 康次郎、大澤 康弘
株式会社LIXIL 吉原新一朗
パナソニック株式会社 エコソ
リューションズ社 デザインセンター
平尾尚郷、近藤高宣、碓氷修也

17G060584

シャワーヘッド

Panasonic W水流シャ
ワー GVM8000, 8001,
8002

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 エコソ
リューションズ社 デザインセンター
近藤 高宣

17G060585

クロマーレS

株式会社LIXIL（東京都）

フルフォールシャワー

株式会社LIXIL（東京都）

株式会社LIXIL 安藤良彦、小松佑
一朗
株式会社LIXIL 西澤研一

プッシュ水栓

株式会社LIXIL（東京都）

17G060588

サーモスタット付シャワー
バス水栓
ハンドシャワー、シャワー
スライドバー
プッシュボタン式シャワー
バス水栓
Shower trim kit

Livin

Livin Life Inc.（U.S.A.）

株式会社LIXIL 長瀬徳彦、西澤研
一
Hyunsol Park, Livin Life Inc.

17G060589

エクステリア商品シリーズ シャローネ

YKK AP株式会社（東京都）

YKK AP株式会社

17G060590

木製手摺

朝日ウッドテック株式会社 商品部
商品開発ユニット

17G060591

公共及び、民間ビル向け MTG-70R
アルミニウム製建具

ミサワホーム株式会社（東京都）＋
朝日ウッドテック株式会社（大阪
府）
三協立山株式会社 三協アルミ社
（富山県）

17G060592

手すり

七曲

株式会社平成建設（静岡県）

桜井謙治

17G060593

室内手すり

AMiS

三協立山株式会社（富山県）

藤森泰司アトリエ 藤森泰司＋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

17G060594

排水トラップ

17G060595

外壁用端末換気口

マルトラップ 洗面・手洗 丸一株式会社（大阪府）
い用ウォレス
角型横吹出し換気口
バクマ工業株式会社（新潟県）

17G060596

外壁用端末換気口

17G060597

室内給気口

17G060598

給湯リモコン

17G060599

17G060586
17G060587

木製システム手摺 ウィ
ズモア

三協立山株式会社 三協アルミ社
技術開発統括部 商品開発部／商
品企画部 石原典継、金森英晃、
山本丈志、西田健、倉田純子、山
田正義、伏屋忠、中﨑恵未

開発研究所 係長 笹川 知久
バクマ工業株式会社
川上 剛史
バクマ工業株式会社
川上 剛史
バクマ工業株式会社
品開発G 主任 冨田

専務取締役

角型超スリムフード付換
気口
樹脂製プッシュ式レジス
ター

バクマ工業株式会社（新潟県）

RC−G001シリーズ

株式会社ノーリツ（兵庫県）

株式会社ノーリツ デザイン室 石
野敏宏、齋藤哲太

ガスふろ給湯器用台所リ MC-E226VSシリーズ
モコン

株式会社パロマ（愛知県）

17G060600

空調設備

Z空調 〔ゼックウチョウ〕

株式会社桧家ホールディングス
（東京都）

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
株式会社桧家ホールディングス
マーケティング部 荒木伸介

17G060601

壁用コンセント

UCWシリーズ

株式会社寺田電機製作所（東京
都）

株式会社寺田電機製作所 開発部
取締役執行役員 鈴木政博

17G060602

配線器具

Panasonic インド向け配 パナソニック株式会社（大阪府）
線器具 新ローマシリーズ

17G060603

テレビドアホン

Panasonic テレビドアホン パナソニック株式会社（大阪府）
VL-SWH705KS

17G060604

マンション玄関ドア

ヴァリフェイス Ae

17G060605

玄関ドア

コンサイニードア

ミサワホーム株式会社（東京都）

17G060606

機能ポール

ファノーバ

三協立山株式会社 三協アルミ社 三協立山株式会社 三協アルミ社
（富山県）
技術開発統括部 商品企画部 石
崎唯、谷川斗南／商品開発部 島
田珠代、奥井北斗

17G060607

高断熱玄関ドア

イノベスト

YKK AP株式会社（東京都）

17G060608

マンション内設置郵便ポ 「ソコポス」
スト付宅配ロッカー

バクマ工業株式会社（新潟県）

専務取締役
技術部 商
風平

パナソニック株式会社 エコソ
リューションズ社 デザインセンター
山本慧

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 三浦雄
一
文化シヤッター株式会社（東京都） 文化シヤッター株式会社 ドア・
パーティション事業本部 ドア・パー
ティション技術部 野口茂、久保貴
博／商品開発部 開発企画部
マーケティングチーム デザイング
ループ 長峰大輔、渡部桃子

ミサワホーム株式会社 調達開発
部 資材開発二課

YKK AP株式会社

株式会社タカラレーベン（東京都） 株式会社タカラレーベン LEBEN
LABO事務局

17G060609

カーポート

LIXIL カーポート SC

株式会社LIXIL（東京都）

株式会社LIXIL LIXIL Housing
Technology Japan デザインセン
ター エクステリアグループ 丹羽新
吾

17G060610

蝶番

フラット蝶番

株式会社ニシムラ（大阪府）

株式会社ニシムラ

17G060611

オープン棚用引き戸金具 スライドライン エム

ドイツ ヘティヒ社内デザイナー

17G060612

ビニル床タイル

モルタライク

17G060613

タイル

スマートモザイクシート

ヘティヒ・ジャパン株式会社（東京
都）
田島ルーフィング株式会社（東京
都）
株式会社LIXIL（東京都）

17G060614

内装用カラーガラス

ラコベル®プリュム

旭硝子株式会社（神奈川県）

17G060615

装飾用パネル

戸田 祐希利

17G060616

せっこうボード

ORII MARBLE（オリイマー 有限会社モメンタムファクトリー・
ブル）
Orii（富山県）
コーナーボード
チヨダウーテ株式会社（東京都）

17G060617

住宅用熱処理木材製壁
材

室内外用壁材

住友林業株式会社（東京都）

住友林業株式会社 住宅事業本部
資材物流部 鈴木久之

17G060618

窯業系外装材

レジェール

ケイミュー株式会社（大阪府）

17G060619

金属製外壁材

SF-ビレクト

アイジー工業株式会社（山形県）

ケイミュー株式会社 商品企画部
西野祥平
アイジー工業株式会社 竹屋孝
志、眞田耕一郎、齋藤寿実、石垣
温子、笹川愛美

17G060620

外装建材

色と線の一体感を演出す 株式会社タニタハウジングウエア
る「TANITA GALVA」
（東京都）

株式会社タニタハウジングウエア
タニタガルバプロジェクトチーム 企
画課 飯島清一／PV推進室 山内
清孝／GL推進課 小塚大輔／企
画課 岡田斐加／企画課 室野伴
也

17G060621

漆塗

不燃材への漆塗技術

株式会社平成建設（静岡県）

有賀建樹

17G060622

木製サッシ

マドバ

株式会社日本の窓（青森県）

株式会社東京組

17G060623

屋根葺き材

はたらく屋根 屋根材型
モジュール エコテクノ
ルーフ

株式会社タニタハウジングウエア
（東京都）＋株式会社吉岡（宮城
県）

株式会社吉岡 顧問 石川修＋株
式会社タニタハウジングウエア
PV推進室リーダー 山内清孝

17G060624

屋根材

アドバンス

株式会社川上板金工業所 技術顧
問 川上進

17G060625

木造住宅向け制振装置

制振装置evoltz L220

株式会社川上板金工業所（香川
県）
千博産業株式会社（静岡県）

17G060626

ルーバーパネル

ドリップルーバー

ミサワホーム株式会社（東京都）＋ ミサワホーム株式会社 調達開発
株式会社ミサワホーム総合研究所 部 特需推進課
（東京都）

17G060627

壁面緑化システム

グリーン・ラジエーター

清水建設株式会社（東京都）＋株 清水建設株式会社 松島研＋株式
式会社フィールドフォー・デザイン 会社フィールドフォー・デザインオ
オフィス（東京都）
フィス ディレクター 渡辺高史＋株
式会社コミヤマ環境 代表取締役
谷岡亘＋みのる産業株式会社 眞
家道博

17G060628

エアトゥーウォーターヒー ecodan PUHZ-SW/SHW- 三菱電機株式会社（東京都）
トポンプ室外機
AAシリーズ

17G070629

クルーズトレイン

17G070630

鉄道車両

17G070631

鉄道

17G070632

鉄道車両

TRAIN SUITE 四季島

株式会社LIXIL 西澤祥子、崎山智
弘、松岡広子
旭硝子株式会社 ビルディング・産
業ガラスカンパニー 菊地哲、一山
泰子、山本祥平

三菱電機株式会社 デザイン研究
所 楠木 陽子、前谷 典輝

東日本旅客鉄道株式会社（東京
都）
トワイライトエクスプレス 西日本旅客鉄道株式会社（神奈川 浦一也、福田哲夫
瑞風（トワイライトブランド 県）
の継承）
小湊鐵道
小湊鐵道株式会社（千葉県）
南市原里山連合 松本靖彦ほか＋
喜動房倶楽部＋森遊会＋石神菜
の花会＋いっぺぁde渓谷＋市原市
＋絵本作家工学博士 かこさとし＋
千葉公慈＋藤本壮介＋三宅正芳
＋北陸重機工業＋川西正人＋山
本嘉範＋山﨑毅彦

70000系

東武鉄道株式会社（東京都）

17G070633

京王電鉄 5000系

京王電鉄 5000系

京王電鉄株式会社（東京都）

17G070634

鉄道車両

西武鉄道40000系

西武鉄道株式会社（埼玉県）＋川 川崎重工業株式会社 車両カンパ
崎重工業株式会社（東京都）
ニー 国内プロジェクト本部 技術
企画部 デザイン課

17G070635

超低床路面電車

17G070636

鉄道車両用シート

阪堺電車1001形 堺トラ 阪堺電気軌道株式会社（大阪府） アルナ車両株式会社 大村知也
ム
ユニバーサルデザイン
株式会社日立製作所（東京都）
川上デザインルーム 川上元美
シート
代表＋株式会社日立製作所 製品
デザイン部 川口裕太 デザイナー

17G070637

地下鉄

東京メトロ銀座線リニュー 東京地下鉄株式会社（東京都）
アル計画

17G070638

複合商業施設

中目黒高架下

東京急行電鉄株式会社（東京都） 株式会社東急設計コンサルタント
＋東京地下鉄株式会社（東京都） 建築設計本部 伊藤浩史、三塚悠
（元社員）、勅使河原雅幸＋株式会
社丹青社 中村耕一郎、城戸理誠
＋株式会社トランジットジェネラル
オフィス 渡邊吉晃、千田 弘治

17G070639

乗用車

C-HR

トヨタ自動車株式会社（愛知県）

17G070640

乗用車

スイフト シリーズ

スズキ株式会社（静岡県）

17G070641

乗用車

スバル インプレッサ
G4/SPORT

株式会社SUBARU（東京都）

株式会社SUBARU 商品企画本部
デザイン部 部長 石井守

17G070642

乗用車

スバル XV

株式会社SUBARU（東京都）

株式会社SUBARU 商品企画本部
デザイン部 部長 石井守

17G070643

自動車

シトロエンC3

プジョー・シトロエン・ジャポン株式 スタイル・シトロエン（オートモーティ
会社（東京都）
ブ・デザイン・ネットワーク）

17G070644

自動車

Tesla Model X

17G070645

Passenger Vehicle

ROEWE i6

テスラモーターズ ジャパン（東京
都）
SAIC Motor（China）

フランツ フォン ホルツハウゼン, テ
スラ
SAIC Motor Design Center

17G070646

乗用車

ダイハツ工業株式会社 開発本部
デザイン部

17G070647

軽自動車

17G070648

乗用車

ダイハツトール/トールカ ダイハツ工業株式会社（大阪府）
スタム トヨタルーミー/タ
ンク スバルジャスティ/
ジャスティカスタム
ワゴンR／ワゴンR スティ スズキ株式会社（静岡県）
ングレー
次世代タクシー
トヨタ自動車株式会社（愛知県）

17G070649

自動車用内装パネル

3Dドライ転写パネル

17G070650

車載向け高精細ワイド
ディスプレイシステム

Panasonic 高精細ワイド パナソニック株式会社（大阪府）
ディスプレイミラーレスモ
ニターシステム

17G070652

車載用スピーカーシステ DIATONE DS-SA1000
ム

17G070653

ドライブ アクション レコー ダクションサンロクマル
株式会社カーメイト（東京都）
ダー
キャンピングカーキット
ネクストキャンパー プレ 株式会社ブレイズ（愛知県）
ミアムキット
乗用車用タイヤ
ジオランダー・エムティー・ 横浜ゴム株式会社（東京都）
ジーゼロゼロサン

17G070654
17G070655

株式会社総合車両製作所 生産本
部 技術部 デザインセンター 斉
藤和彦、塩野太郎

東京地下鉄株式会社 鉄道統括部
計画課 加藤伸一郎

トヨタ自動車株式会社 Toyota
Compact Car Company デザイン
部
四輪デザイン部

四輪デザイン部
トヨタ自動車株式会社 Toyota
Compact Car Company デザイン
部＋トヨタ自動車東日本株式会社
デザイン部

株式会社東海理化（愛知県）＋トヨ トヨタ自動車株式会社 先進技術開
タ自動車株式会社（愛知県）
発カンパニー デザイン開発部＋株
式会社東海理化 デザイン部

三菱電機株式会社（東京都）

パナソニック株式会社 コネクティッ
ドソリューションズ社 デザインセン
ター 増田拓眞、山崎 章、武藤完
志
三菱電機株式会社 デザイン研究
所 引間 孝典、春日 敬
株式会社カーメイト デザイン開発
部 松本孝太郎
横浜ゴム株式会社 消費財製品企
画部 デザイングループ 桑原 陵

17G070656

N'FERA RU1

N'FERA

NEXEN TIRE Corporation（Korea） Tae-nyun Kim, Da hee Yu

17G070657

タイヤ

ル・マン ファイブ

住友ゴム工業株式会社（東京都）

住友ゴム工業株式会社 タイヤ技
術本部 第一技術部 岡川洋士

17G070658

自動車用タイヤ

NT421Q

東洋ゴム工業株式会社（兵庫県）

技術第一本部 REタイヤ開発部
モールド設計グループ 佐藤芳樹

17G070659

自動車用タイヤ

OPEN COUNTRY AT+

東洋ゴム工業株式会社（兵庫県）

技術第一本部 REタイヤ開発部
モールド設計グループ 安永 智一

17G070660

Tire

CRUGEN HP71

kumhotire（Korea）

Hae Dong Jung, In Hee Park

17G070661

乗用車用スタッドレスタイ アイスガード シックス
ヤ
アイジー ロクジュウ

横浜ゴム株式会社（東京都）

17G070662

自動車用タイヤ

Winter TRANPATH TX

東洋ゴム工業株式会社（兵庫県）

横浜ゴム株式会社 消費財製品企
画部 デザイングループ 佐藤健
一
技術第一本部 REタイヤ開発部
モールド設計グループ 谷口二朗、
佐野伸悟

17G070663

自動車用タイヤ

ミシュラン アジリス エック 日本ミシュランタイヤ株式会社（東 日本ミシュランタイヤ株式会社 研
スアイス
京都）
究開発部 野村昌由／製品開発部
守部浩平

17G070664

Warning Triangle Rack

Tripod Robot

HON HAI PRECISION IND.CO.,LTD HUANG CHI-MING, CHIEN YU（Taiwan）
CHING, CHEN CHE-HSUN,
CHENG YEN-LU, YUAN LUNKANG, LI WEI-LUN, CHEN KAI-FI,
LEE CHIA-YUN

17G070665

クッション

コンフォートクッション

アイシン精機株式会社（愛知県）

17G070666

iFace

17G070667

Smartphone case/ Car
Mount
オートバイ

Hamee（海外）＋Hamee Korea
（Korea）
トライアンフ モーターサイクルズ
ジャパン株式会社（東京都）

17G070668

モーターサイクル

Vストローム250

スズキ株式会社（静岡県）

スズキ株式会社 二輪事業本部
二輪デザイン部 デザイン課

17G070669

自動二輪車

MT-10

ヤマハ発動機株式会社（静岡県）

17G070670

モーターサイクル

GSX250R

スズキ株式会社（静岡県）

17G070671

自動二輪車

TMAX530

ヤマハ発動機株式会社（静岡県）

17G070672

自動二輪車

X-MAX 300

ヤマハ発動機株式会社（静岡県）

17G070673

Electric Motorcycle

SOCO TS Pro Smart
Electric Motorcycle

17G070674

Electric Scooter

Mi Electric Scooter

Supersoco Intelligent
Technology(Shanghai) Co.,Ltd.
（China）
Xiaomi Inc.（China）

株式会社GKダイナミックス 竹田
奏
スズキ株式会社 二輪事業本部
二輪デザイン部 デザイン課 遠藤
勇太
ヤマハ発動機株式会社 デザイン
本部 野口浩稔
ヤマハ発動機株式会社 デザイン
本部 太田充昭
Sherman Xie & Linteng Zheng

17G070675

M1

NIU

17G070676
17G070677
17G070678

Mugello R D-Air
Mugello R D-Air
Pista GP R
Pista GP R
二輪車始動用リチウムイ HYバッテリー
オンバッテリー

17G070679

2輪車用タイヤ

バトルクルーズ エイチ
ゴーマル

株式会社ブリヂストン（東京都）

株式会社ブリヂストン イノベーショ
ン本部 デザイン企画部 デザイン
第2ユニット 中村貴光

17G070680

ROV

YXZ1000R SS

ヤマハ発動機株式会社（静岡県）

17G070681

レジャーボート

DFR-33

ヤマハ発動機株式会社（静岡県）

17G070682

Personal Watercraft

Sea-Doo Spark Trixx

BRP inc.（Canada）

株式会社GKダイナミックス 木下
省吾
ヤマハ発動機株式会社 デザイン
本部 平野直樹
BRP Design and Innovation Team

17G070683

船外機

ディーエフ350エイ

スズキ株式会社（静岡県）

四輪商品原価企画本部 四輪デザ
イン部 エクステリア課 岡本尚
士、内山義隆

17G070684

水上オートバイ

MJ-GP1800

ヤマハ発動機株式会社（静岡県）

株式会社ジイケイ京都 山本尚志

17G070685

電動アシスト自転車

ビッケ ポーラー

17G070686

自転車

折り畳み自転車SLIKE

ブリヂストンサイクル株式会社（埼 ブリヂストンサイクル株式会社 設
玉県）
計開発部 デザイン設計課 吉見
佑介
株式会社カインズ（埼玉県）

17G070687

自転車

アウトランク

株式会社あさひ（大阪府）

株式会社あさひ 商品部 商品企
画セクション 石吾尚樹

17G070688

自転車

ファストライドハブス

株式会社あさひ（大阪府）

株式会社あさひ 商品部 商品企
画セクション 梁 眞榮

17G070689

e-Bike

BESV PSA1

Darfon Innovation Corp.（Taiwan）

Design Team of BESV

ボンネビル ボバー

Beijing NIU Technology Co.,Ltd .
（China）
Dainese S.p.A.（Italy）
Dainese S.p.A.（Italy）
エリーパワー株式会社（東京都）

アイシン精機株式会社 デザイン
部 藤田 誉之
Jungjun Park
トライアンフ モーターサイクルズ

Zhou Tuo, Li Ningning, Zhao Ziran
Niu innovation lab
Internal design center
Internal design center
エリーパワー株式会社 代表取締
役専務執行役員 河上清源

17G070690

e-Bike

BESV TRB1

17G070691

自転車コンポーネント

17G070692

自転車コンポーネント

17G070693

In-sight display

シマノ アルテグラ R8000 株式会社シマノ（大阪府）
シリーズ
シマノ ディオーレ M6000 株式会社シマノ（大阪府）
シリーズ
Varia Vision
GARMIN corporation（Taiwan）

17G070694

自転車用ウェアラブル
セーフティライト

キャットアイ ウェアラブル 株式会社キャットアイ（大阪府）
エックス

17G070695
17G070696

自転車用空気入れ
パーソナルモビリティ

力半分 らくらくポンプ
WHILL Model C

株式会社コメリ（新潟県）
WHILL株式会社（神奈川県）

17G070697

歩行アシストロボット

RT. ワークス株式会社（大阪府）

17G070698

歩行車

ロボットアシストウォー
カー RT．2
ミケーレ

17G070699

ベビーカー

ビングル

ピジョン株式会社（東京都）

ピジョン株式会社 開発推進部 デ
ザインG 正木久美子

17G070700

大型トラック

日野プロフィア

日野自動車株式会社（東京都）

日野自動車株式会社 デザイン部

17G070701

大型トラック

クオン

UDトラックス株式会社（埼玉県）

UDトラックス株式会社 コンプリー
トビークル プロダクトデザイン

17G070702

大型トラック

スーパーグレート

17G070703

中型トラック

日野レンジャー

三菱ふそうトラック・バス株式会社 神田 浩史
（神奈川県）
日野自動車株式会社（東京都）
日野自動車株式会社 デザイン部

17G070704

中型トラック

クローナー

UDトラックス株式会社（埼玉県）

UDトラックス株式会社 コンプリー
トビークル プロダクトデザイン

17G070705

トイレカー

7ブーストイレカー

ベクセス株式会社（静岡県）

ベクセス株式会社

17G070706

電動フォークリフト

トヨタL&F 電動式リーチ 株式会社豊田自動織機（愛知県） 株式会社豊田自動織機 トヨタL&F
フォークリフト Rinovaシ
カンパニー R&Dセンター 製品企
リーズ
画部 デザインG 薬師忠幸

17G070707

ゲレンデ整備車

雷刃

株式会社大原鉄工所（新潟県）

長岡造形大学 和田裕

17G070708

自動車用メーター

日野トラック用メーター

株式会社デンソー（愛知県）

株式会社デンソー デザイン部 戸
田圭亮、武政智之＋日野自動車株
式会社

17G070709

車載用冷凍機

デンソー冷凍機 パッ
ケージタイプ

株式会社デンソー（愛知県）＋株式 株式会社デンソー デザイン部 笠
会社デンソーエアクール（長野県） 井洋志、戸田圭亮

17G070710

17G070712

オープントップ型金属製 エコロジーボックス E/B
輸送コンテナ
Freight Tracking System Honeywell Connected
Freight
商品注文システム
Amazon Dash Button

17G070713

ドローン配送

楽天ドローン

アマゾンジャパン合同会社（東京
都）
楽天株式会社（東京都）

17G070714

スマートパーキング

Smart Parking Peasy

株式会社NTTドコモ（東京都）

17G070715

高齢ドライバー運転見守 あんしん運転 Ever Drive オリックス自動車株式会社（東京
りサービス
都）

オリックス自動車株式会社 リスク
コンサルティング部 中村健太郎、
時枝千恵、櫻井泰崇

17G070716

タクシーのリアルタイム移 AIタクシー
動需要予測

NTTドコモ（東京都）

株式会社NTTドコモ IoTビジネス
部 藤田将成、鈴木亮平、高橋一
彰、朽木大祐、野網順子

17G070717

インフラ管理システム

i- DREAMs

首都高速道路株式会社（東京都） 首都高速道路株式会社 保全・交
通部 点検推進課 長田 隆信、神
田 信也

17G080718

ラチェットハンドル

ライツール ラチェットハ
ンドル

旭金属工業株式会社（新潟県）

旭金属工業株式会社 企画開発課
課長 土田康弘

17G080719

T形ハンドル

T形早回しハンドルセパ
レートタイプ

旭金属工業株式会社（新潟県）

旭金属工業株式会社 企画開発課
課長 土田康弘

17G080720

ショックレスハンマー

コンポータンハンマー・ユ 株式会社前田シェルサービス（愛

17G070711

Darfon Innovation Corp.（Taiwan）

株式会社幸和製作所（大阪府）

愛宕自動車工業株式会社（大分
県）
Honeywell Design Team（U.S.A.）

Design Team of BESV
株式会社シマノ デザイン室
株式会社シマノ デザイン室
Sung-Chi Chen, David LammersMeis.
株式会社キャットアイ マーケティ
ング部 デザイングループ 奥田洋
次
菅野 秀、鳥山 将洋
Design*Magica (デザインマヂカ)
ナカジマミカ
開発本部 商品開発部 開発2課
山口聡、開発本部 商品開発部
開発1課 奥村泰明

Honeywell SPS Design Team

楽天株式会社 新サービス開発カ
ンパニー ドローン事業部
島村 奨、狩野 宏和、高道 慧、山
本 裕己、廣澤 創、宋 陽樹、桒野
可奈子

17G080721

ヤスリ

ジェットブラックヤスリ

株式会社エンジニア（大阪府）

株式会社エンジニア 開発課 川
合真之介、加計燎一

17G080722

Wire cutter

NUSHARP

Nusharp inc.（Taiwan）

17G080723

ワンタッチホルダー

17G080724

充電式インパクトドライ
バー

プラスチック製ワンタッチ 株式会社兼古製作所（新潟県）
ホルダー
BID-10XR
リョービ株式会社（広島県）

SONGYU CHANG and JASON
LIAO
株式会社兼古製作所 企画開発部
石川 大貴
株式会社 KEN OKUYAMA DESIGN
＋リョービ株式会社 住建機器本部
技術部 デザイングループ

17G080725

18V充電丸のこ

PJ-CS53CDP

マックス株式会社（東京都）

マックス株式会社 開発本部 デザ
イン室 田淵宏輝、堀田悟史

17G080727

裁断機

エクストリマー

カール事務器株式会社（東京都）

カール事務器株式会社

17G080728

物流容器

TLコンパレッターF#540

三甲株式会社（岐阜県）

17G080729

樹脂連結ドーリー

PD-427-3SN/3SG

株式会社ナンシン（東京都）

三甲株式会社 商品設計部 隅田
晃雄
技術部開発設計課

17G080730

Personal Safety and Task Halo
Light for Construction

Pensar Development（U.S.A.）

Pensar Design and Engineering
Team

17G080731
17G080732

Service Tool Bag
安全靴

Cody Service Tool Bag
プレミアムコンフォート
PRMシリーズ

COWAY（Korea）
ミドリ安全株式会社（東京都）

COWAY Design Lab.
ミドリ安全株式会社 フットウエア統
括部 商品企画グループ 田崎智
也／研究開発グループ 天野浩昭

17G080733

屋根作業用靴

屋根やくん#03

株式会社丸五（岡山県）

株式会社丸五 FW商品管理部 企
画グループ 為房純一

17G080734

理美容鋏

GeneXシリーズ

株式会社マック（新潟県）

17G080735

はさみ

17G080736

理容カミソリ

ジョーウェル クラッシック 株式会社東光舎（東京都）
シリーズ
火匠 Barbering razor
貝印株式会社（東京都）
carbon folding & straight

株式会社マック 代表取締役社長
藤田正健
株式会社東光舎 会長 井上弘

17G080737

業務用モップ

17G080738

工事用充電LEDマルチ投 Panasonic 工事用充電
光器
LEDマルチ投光器
EZ37C3

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 エコソ
リューションズ社 デザインセンター
小原和晃、窪野和磨

17G080739

専用脚立

ジャガー [JAGシリーズ]

アルインコ株式会社（大阪府）

クライフデザイン 島田忠之

17G080740

トータルステーション

トータルステーション GM 株式会社トプコン（東京都）
シリーズ

株式会社トプコン 技術本部 設計
支援部 デザイン課 石井光男

17G080741

クランプ電力計

AC クランプパワーメータ 日置電機株式会社（長野県）
CM3286、CM3286-01

日置電機株式会社 CM3286、
CM3286-01開発チーム／技術10
課デザイングループ

17G080742

AC非接触電圧プローブ

AC非接触電圧プローブ
SP3000、AC電圧プロー
ブ SP9001

日置電機株式会社（長野県）

日置電機株式会社 SP3000、
SP9001開発チーム／技術10課デ
ザイングループ

17G080743

測定機器

検針機能付きTSリーク
チェッカー TSLCSV2000型

株式会社東芝（東京都）＋東芝イ 株式会社東芝 デザインセンター
ンフラシステムズ株式会社（神奈川 鶴見慎吾
県）＋東京水道サービス株式会社
（東京都）＋株式会社日本ウォー
ターソリューション（埼玉県）

17G080744

表面反射アナライザー

RA-532H

キヤノン株式会社（東京都）

キヤノン株式会社 総合デザイン
センター 関根哲也（PD）／齋田正
幸（UI）

17G080745

分光測色計

コニカミノルタ CM-M6

コニカミノルタ株式会社（東京都）

コニカミノルタ株式会社 ヒューマン
エクスペリエンスデザインセンター
吉田英史、池田祐介、田中真季

17G080746

RGB レーザ測定器

RGB レーザ照度計
日置電機株式会社（長野県）
TM6102、RGB レーザ輝
度計 TM6103、光パワー
メータ TM6104

貝印株式会社 商品本部 デザイ
ン室 大塚淳＋株式会社貝印刃物
開発センター カミソリ開発 松木
史郎

3M<TM> 水が出るモップ スリーエムジャパン株式会社（東京 スリーエム ジャパン株式会社
ツール
都）
コーポレートデザイン部 淺野覚文

日置電機株式会社 TM6102、
TM6103、TM6104 開発チーム／技
術10課 デザイングループ

17G080747

Creaform optical CMM
solution

17G080748

波形測定器

17G080749

自動車試験装置・操作計 MEIDACS II
測システム

株式会社明電舎（東京都）

17G080750

自在軸継手

サカイ精密バネ軸継手
LAD-12C、LAS-12C

株式会社酒井製作所（愛知県）

17G080751

リニアガイド

エクスレール

17G080752

Electric Gripper

XEG-Series

17G080753

グリッパ

プロマノ NTSシリーズ

17G080754

リニアエンコーダ

日本ベアリング株式会社（新潟県） 株式会社プレーン 渡辺弘明、山
本真彦
HIWIN Technologies Corp.
Jonus Liu, HIWIN Technologies
（Taiwan）
Corp.
株式会社北川鉄工所（広島県）
株式会社北川鉄工所 開発本部
藤井秀治
株式会社ミツトヨ（神奈川県）
株式会社ミツトヨ 研究開発本部
工業デザイン課
アズビル株式会社（神奈川県）
アズビル株式会社 松田順一＋株
式会社オープンハウス

17G080755

MetraSCAN 3D /
Creaform 3D（Canada）
HandyPROBE Next / CTrack
スコープコーダ DL350
横河計測株式会社（東京都）

リニヤスケール ABS
AT1100 シリーズ
マスフローコントローラ― 小型デジタルマスフロー
コントローラ

Francois Lessard, Nicolas Lebrun
横河電機株式会社 マーケティン
グ本部 MI&インダストリアルデザ
インセンター デザイン企画室 高
野礼子、田端啓希
株式会社明電舎 営業企画グルー
プ デザイン課 岡崎伸夫、信田博
章
株式会社酒井製作所 設計課 技
術顧問 奥山雅徳

17G080756

デジタルパネルメータ

17G080757

エネルギーデータ収集・コ F-MPC Webユニット
ントローラ

17G080758

エネルギーデータ収集・コ グリーンターミナル2
ントローラ

富士電機株式会社（東京都）＋富
士電機機器制御株式会社（東京
都）
富士電機株式会社（東京都）＋富
士アイティ株式会社（東京都）

17G080759

温度調節計

PXF シリーズ

富士電機株式会社（東京都）

17G080760

IoT／M2Mコントローラ

FiTSAΣ B4

17G080761

マシンオートメーションコ
ントローラ

NX1Pシリーズ

オムロン株式会社（京都府）

17G080763

産業用PC

産業用ボックス型PC

オムロン株式会社（京都府）

17G080764

工業用電子ミシン

PLK-J6040R （J シリー
ズ）

三菱電機株式会社（東京都）

17G080765

無縫製ニットウェアシステ ホールガーメント®
ム
Cutsheet Production
Oce VarioPrint 6330
Printer
Series

株式会社島精機製作所（和歌山
県）
Oce, A Canon Company
（Netherlands）

17G080767

Web fed digital printer

Oce Prostream 1000

Oce, A Canon Company
（Netherlands）

17G080768

ワイヤ放電加工機

MV-Rシリーズ

三菱電機株式会社（東京都）

17G080769

プレス機械

有賀デザインスタジオ

17G080770

産業用ロボット

ダイレクトサーボフォーマ アイダエンジニアリング株式会社
DSF-N1-Aシリーズ
（神奈川県）
MOTOMAN-HC10
株式会社安川電機（福岡県）

17G080771

Mirai Type 1

株式会社未来機械（香川県）

佐藤立体設計室 佐藤圭多

17G080772

ソーラーパネル清掃ロ
ボット
自走式搬器

自走式搬器［BCRー
130B］

イワフジ工業株式会社（岩手県）

イワフジ工業株式会社 開発部設
計課第１設計係 専任係長 中嶋
慎吾

17G080773

太陽光利用型植物工場

ベジー

グリーンリバーホールディングス株

17G080766

小型デジタルメータリレー 渡辺電機工業株式会社（東京都） 渡辺電機工業株式会社 技術本部
AM-215B
八巻德章、木村哲平
富士電機株式会社 社長室 デザ
イン部
富士電機株式会社 社長室 デザ
イン部

富士電機株式会社 社長室 デザ
イン部
富士電機株式会社（東京都）＋富 富士電機株式会社 社長室 デザ
士アイティ株式会社（東京都）
イン部
オムロン株式会社 名田平太＋株
式会社モビールデザイン 奥野博
嗣
OMRON MANUFACTURING OF
THE NETHERLANDS B.V. Casper
Van Dijike, Jeremy Wirkus, Bas
Groenendaal
名菱テクニカ株式会社 縫製シス
テム部 上野 東一、古川 和納、福
島 太一、谷川 晋＋三菱電機株式
会社 名古屋製作所 近藤 厚志

Oce Design Team: Frank Willems,
Jeroen Heuvelmans, Ruben
hekkens, Andre Fangueiro, Arjen
Wind.
Arjen Wind, PPP design, Oce
technologies, Oce, A Canon
Company
三菱電機株式会社 デザイン研究
所 塚本 直也、水主 悠樹

株式会社安川電機 技術部 技術
企画部 工業意匠デザイン担当課
長 永満健吾／ロボット事業部 ロ
ボット技術部 開発技術部 マニプ
レータ技術第2課 松尾哲平

17G080774

包装用パッケージ

直進くん

丸東産業株式会社（福岡県）

17G080775

包装用パッケージ

吸湿フィルム（吸湿くん）

丸東産業株式会社（福岡県）

17G080776

梱包資材

17G080777

樹脂

フィルム固定式ダンボー 大洋紙業株式会社（兵庫県）
ルパット「SHOWRAP」
高意匠性ポリカーボネー 三菱エンジニアリングプラスチック
ト樹脂
ス株式会社（東京都）

17G080778

軽量繊維強化プラスチッ PPFRP
ク素材

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 永田尚
／生産技術本部 成形技術開発セ
ンター 峯英生／ランドリークリー
ナー事業部 クリーナー技術部 仲
本博司、羽田野剛、堀部勇

17G080779

天井材

かるてん®

帝人フロンティア株式会社（東京
都）

帝人フロンティア株式会社 産業資
材第二部門 ノンウーブンソリュー
ション部 かるてん課 内田俊一

17G080780

複層ビニル床タイル

東リ株式会社（兵庫県）

17G080781

鋼管

ロイヤルストーン・モア
ルミナス
断層用鋼管

プロダクトデザイングループ 佐藤
麻理恵
JFEエンジニアリング株式会社（神 JFEエンジニアリング株式会社 環
奈川県）
境本部アクア事業部パイプライン
技術部 長谷川延広

17G080782

農地モニタリングデバイ
ス

KAKAXI

KAKAXI Inc．（U.S.A.）

17G080783

研究用倒立顕微鏡

ECLIPSE Ti2/Ti2 Control 株式会社ニコン（東京都）

株式会社ニコン 映像事業部 デ
ザイン部 渡邉純人、岸上仁美、松
田俊一

17G080784

顕微鏡

超解像蛍光顕微鏡

シスメックス株式会社（兵庫県）

プロダクトデザイン：柴田文江
（Design Studio S代表）＋UI デザ
イン：株式会社ソフトディバイス

17G080785

赤外顕微鏡

自動不良解析システム
赤外顕微鏡AIM-9000

株式会社島津製作所（京都府）

株式会社島津製作所 総合デザイ
ンセンターデザインユニット 長谷
部臣哉、昇美沙、平間朋洋／スペ
クトロビジネスユニット 福田久人、
馬路健／技術部 原田和華、青位
祐輔＋株式会社島津エンジニアリ
ング 野田佳孝

17G080786

粘度チェッカー

ビスコウエーブ

東京ガスエンジニアリングソリュー 合同会社平田智彦プロデュースの
ションズ株式会社（東京都）
川島優デザイン事務所 川島 優

17G080787

ポータブルガス濃度測定 CGT-7100、NOA-7100
装置

株式会社島津製作所（京都府）

島津製作所 総合デザインセン
ター 川合 潤、竹川 諒／分析計
測事業部 環境ビジネスユニット
田辺 亮、大八木 周生／品質保証
部 望月 俊介＋株式会社 KYOSO
テクノロジ 伊藤 真二

17G080788

小型CT（コンピュータ断
層撮影）装置

DELPet μCT 100

デルタ電子株式会社（東京都）

台達電子工業股份有限公司
MPBG 商品企画・管理シニアエン
ジニア 陳思妤

17G080789

電子聴診器

パイオニア 電子聴診器 パイオニア株式会社（東京都）＋国 パイオニア株式会社 デザイン部
U10シリーズ
立大学法人広島大学（広島県）
第2デザイン部 PD1課 宮本真帆
／PD2課 大橋聡

17G080790

医用電子血圧計

エレマーノ2

テルモ株式会社（東京都）

17G080791

テレメトリー式脳波計

EEGヘッドセット AE120A

日本光電工業株式会社（東京都） 日本光電工業株式会社 技術戦略
本部 デザインセンタ デザイン二
課 興津寧

東京大学大学院 農学生命科学研
究科 特任研究員 西岡一洋＋株
式会社アタ 白川徹

テルモ株式会社 デザイン企画室
桂英毅、鈴木達彦／ホスピタルカ
ンパニーME開発部 築田克美、中
村拓朗、細谷有加里＋株式会社
エー・アンド・デイ 開発・技術セン
ター 横山優、木村誠人、宮城成
宏

17G080792

溶解移注針付きプレフィ
ルドシリンジ

セーフテクトプレフィルド
シリンジ

17G080793

医療用医薬品

17G080794

医療用ナイフ

トルツ皮下注80mgオート 日本イーライリリー株式会社（兵庫 チャド・マクブライド グローバル
インジェクター
県）
R&Dオペレーションズ イーライリ
リー
KAI BTB グラフトナイフ カイ インダストリーズ株式会社（岐 貝印株式会社 商品本部 デザイ
阜県）
ン室 落合章吾

17G080795

マイクロ鑷子

17G080796

アブレーションカテーテル Arctic Front Advance™
日本メドトロニック株式会社（東京
冷凍アブレーションカテー 都）
テル
中心循環系塞栓除去用 フィルトラップⅡ
ニプロ株式会社（大阪府）
カテーテル

17G080797

マイクロ鑷子(KN) 311110

ニプロ株式会社（大阪府）

金沢大学（石川県）＋株式会社
シャルマン（福井県）

ニプロ株式会社 企画開発技術事
業部 総合研究所 第四研究開発
部 久保朋彦

株式会社シャルマン メディカル事
業部 マイスター 仲村 保幸
メドトロニック
ニプロ株式会社 企画開発事業部
総合研究所 第五研究開発部 松
本美沙、中村友則、伊藤俊太郎／
応用技術研究室 森田友恵

17G080798

Suture Device

Annular Stapler

Shenzhen ARTOP Design Co.,Ltd. Lanyong Luo, Lu Qiu
（China）
リソビュー 単回使用デジ ボストン・サイエンティフィック ジャ ブライアン マクリーン
タルフレキシブルウレテロ パン株式会社（東京都）
レノスコープ
OLYMPUS CH-S200オリンパス株式会社（東京都）
オリンパス株式会社 デザインセン
XZ-EA / OLYMPUS CHター 長田 礼佑
S200-XZ-EB
GW-100
富士フイルム株式会社（東京都） 富士フイルム株式会社 デザイン
センター デザインマネージャー
吉田浩二／デザインセンター 田
中邦彦

17G080799

単回使用軟性腎盂尿管
鏡

17G080800

HD 3CMOS カメラヘッド

17G080801

内視鏡用炭酸ガス送気
装置

17G080802

外科手術用内視鏡システ VISERA ELITE II ビデオ
ムセンター
システムセンター
OLYMPUS OTV-S300

オリンパス株式会社（東京都）

オリンパス株式会社 デザインセン
ター 下林 弘治、菅谷 幸太、和爾
由紀

17G080803

電子内視鏡システム

富士フイルム株式会社（東京都）

富士フイルム株式会社 デザイン
センター デザインマネージャー
吉田浩二／デザインセンター 田
中邦彦

17G080804

血管内超音波検査システ アルタビュー、ビジキュー テルモ株式会社（東京都）
ム
ブ

テルモ株式会社 TIS開発 山本圭
一郎、大田徹、坂口雄紀、三觜健
太、杉原総一郎、加藤奈保子、纐
纈智仁、ロディヤンギブランスンタ
ヌ／デザイン室 桂英毅＋上田日
本無線株式会社 清水元エ、服部
秀夫、瀬下岳志、坂井希世志

17G080805

超音波観測装置

SP-900（本体）、CP-900 富士フイルム株式会社（東京都）
（コントロールパッド）、
RS-900（スキャナ）

富士フイルム株式会社 デザイン
センター デザインマネージャー
吉田浩二／デザインセンター 田
中邦彦

17G080806

循環器用超音波画像診
断装置

ボストン・サイエンティフィック ジャ
パン株式会社（東京都）

杣津 佳奈子

17G080807

Ultrasound System

ポラリス マルチモダリ
ティ ガイダンス システ
ム
SonoSite S II

Fujifilm SonoSite（U.S.A.）

Ben Dekock, Industrial Design,
FUJIFILM SonoSite, Inc. Evan
McCormack, Industrial Design,
FUJIFILM SonoSite, Inc. David
Wykes, Industrial Design, Pope
Wainright & Wykes, Inc.

17G080808

ワイヤレスデジタルラジ
オグラフィシステム

AeroDRファイン

コニカミノルタ株式会社（東京都）

コニカミノルタ株式会社 ヒューマン
エクスペリエンスデザインセンター
浅井知成、大嶋孝典、三井整、宮
﨑 寛久

17G080809

デジタルラジオグラフィ

CXDI-710C Wireless/
CXDI-410C Wireless/
CXDI-810C Wireless

キヤノン株式会社（東京都）

キヤノン株式会社 総合デザイン
センター 竹内信博（PD）／野口高
宏、久野芳揮（UD）

LL-7000（光源装置）、
VP-7000（プロセッ
サー）、EC-L600MP7他
（電子内視鏡）

17G080810

医療用トレーニングモデ
ル

先天性心疾患手術手技ト 株式会社クロスエフェクト（京都府） 株式会社クロスエフェクト メディカ
レーニング3Dモデル
ルプロジェクトチーム マーケティン
グ 石田寿人／３Dデザイン 大江
和義／キャスティングリーダー 北
村恵彦

17G080811

リードレスペースメーカ

17G080812

植込み型心臓モニタ

17G080813

粒子線治療装置

日本メドトロニック株式会社（東京
都）
日本メドトロニック株式会社（東京
都）
三菱電機株式会社（東京都）

17G080814

分注装置

Micra™ 経カテーテルペー
シングシステム
Reveal LINQ™ 植込み型
心臓モニタ
小型陽子線治療装置
MELTHEA（メルセア）
IDS-CLAS 2800

17G080815

無散瞳眼底カメラ

無散瞳眼底カメラ TRCNW400

株式会社トプコン（東京都）

17G080816

オートケラトレフラクトメー オートケラトレフラクトメー 株式会社トプコン（東京都）
タ
タ KR-800S

株式会社トプコン 技術本部 設計
支援部 デザイン課 山岡正司、岡
田裕行

17G080817

歯科用3次元X線診断装 ベラビュー X800
置

株式会社モリタ製作所（京都府）

f/p design gmbh, Fritz Frenkler,
Anette Ponholzer, 河邊旬司

17G080818

歯科用CT・パノラマ複合 エクセラ MF/NF
機

株式会社吉田製作所（東京都）

株式会社吉田製作所 マーケティ
ング本部 デザインセンター／画像
診断機器事業部 係長 吉田周
平、係長補佐 高橋信生

17G080819

渦流浴装置

ワールプール

酒井医療株式会社（東京都）

酒井医療株式会社 開発部 田中
謙次、高山 恵弘、日比野 泰幸、亀
田 英利

17G080820

鍼電極低周波治療器

picorina

伊藤超短波株式会社（東京都）＋ 有限会社アオキデザイン 青木重
セイリン株式会社（静岡県）
光、新関将潤＋株式会社ホロンク
リエイト 高橋 克実、松本 真司＋
セイリン株式会社 開発部 関戸正
史＋伊藤超短波株式会社 佐々木
誠

17G080822

ナースライト

ルナケア

17G080823

医療用チェアー

ココット

株式会社岡村製作所（神奈川県） 株式会社スリーディ・スパイス勝俣
事務所 勝俣建
コクヨ株式会社（大阪府）
コクヨ株式会社 ファニチャー事業
部 ものづくり本部 チェアVT 奥
一夫／1Mプロジェクト 浅野健太

17G080824

ナースカート

メディワークカート-エス

株式会社イトーキ（東京都）

17G080825

救急カート

サカセ ハーモプラス シス サカセ化学工業株式会社（福井
テム 救急カート
県）

17G080826

画像診断用ワークステー インタープリート
ション

17G080827

医療施設用搬送カートお サカセ ハーモプラス シス サカセ化学工業株式会社（福井
よび作業テーブル
テム プレミアム ナーシン 県）
グカート ナーシングテー
ブル
点滴スタンド
メディスタンド
株式会社イトーキ（東京都）

17G080828

株式会社アイディエス（熊本県）

メドトロニック
メドトロニック
三菱電機株式会社 デザイン研究
所 山田 亘
有限会社アオキデザイン 青木 重
光、成島 渉
株式会社トプコン デザイン課 山
岡正司、岡田裕行

株式会社シィクリエイティブ
サカセ化学工業株式会社 企画開
発本部 開発部 橋本 崇

株式会社岡村製作所（神奈川県） 株式会社岡村製作所 デザイン本
部製品デザイン部 榊原義弥
株式会社ハーズ実験デザイン研究
所 代表取締役 村田 智明
株式会社シィクリエイティブ

17G080829

医療用患者保温ブラン
ケット

3M™ かけるだけであった スリーエムジャパン株式会社（東京 スリーエム ジャパン株式会社 感
かい保温ブランケット
都）
染管理製品技術部 天井朋美、須
藤恭子／スリーエム ジャパン株式
会社 コーポレートデザイン部 鈴
木陽

17G090830

名刺

LIMEX（ライメックス）名刺 株式会社TBM（東京都）

17G090831

カッターナイフ

17G090832

裁断機

オルファカッター メタル
ハイパーPRO L型／メタ
ルハイパーPRO AL型
スライドカッター ハンブ
ンコ

17G090833

2穴パンチ

オルファ株式会社（大阪府）
プラス株式会社（東京都）

CHIFFONEL（シフォネル） マックス株式会社（東京都）
DP-12

株式会社電通 アートディレクター
小野 恵央
オルファ株式会社 商品企画本部
製品開発グループ
株式会社ヒューマンコード・ジャパ
ン 堀江勇人＋プラス株式会社
ステーショナリーカンパニー R&D
本部 安井亮
マックス株式会社 開発本部 デザ
イン室 青沼成美

17G090834

電子卓上計算機

カラフル電卓

カシオ計算機株式会社（東京都）

カシオ計算機株式会社 デザイン
センター プロダクトデザイン部 宮
原章宏、倉渕雄一、和田擁／デザ
インセンター コミュニケーションデ
ザイン部 村田史奈、山口友一

17G090835

Nums

Luckey

Beijing Luckey Technology Co.,Ltd. Gong Huachao
（China）

17G090836

レーザーポインター

レーザーポインター for コクヨ株式会社（大阪府）
PC<GREEN>（ペンタイプ・
長時間）

17G090837
17G090838

ウェアラブルモーション解 LEOMO TYPE-R
析デバイス
水性塗料
BELAY

谷山 示、保坂 浩紀、マヤ アン
ダーソン
和信化学工業株式会社（東京都） パッケージ・ロゴデザイン：株式会
社 cosmos 代表 内田喜基

17G090839

POSターミナル

M-9000

東芝テック株式会社（東京都）

東芝テック株式会社 商品・技術戦
略企画部 デザイン室 小野泰弘

17G090840

POSターミナル

QT-20シリーズ（ 縦型タッ 東芝テック株式会社（東京都）
チPOSターミナル：QT20T／平置き型タッチ
POSターミナル：QT-20H）

東芝テック株式会社 商品・技術戦
略企画部 デザイン室 小西 正太

17G090841

自動販売機およびスマー イノベーション自販機 ・ 株式会社JR東日本ウォータービジ 【筐体プロデュース】 株式会社
ウォーターデザイン 坂井直樹
トフォンアプリ
acure pass＜アキュアパ ネス（東京都）
ス＞
【筐体デザイン】西村拓紀デザイン
株式会社 西村拓紀 【アプリ】
チームラボ株式会社 【サイネー
ジ】チームラボ株式会社

17G090842

組立式通電型什器

Transightモジュラーシス 株式会社デザインアーク（大阪府） 株式会社デザインアーク トランサ
テム
イトプロジェクト＋余合ホーム＆モ
ビリティ株式会社 宮田裕也、毛受
寛貴＋amadana株式会社 矢崎貴
大

17G090843

パーラーチェア

MD-2900

株式会社クオリ（愛知県）

株式会社クオリ 商品企画部 デ
ザイナー 佐藤尚己

17G090844

スタッキングチェア

X60

愛知株式会社（愛知県）

愛知株式会社 執行役員 経営企
画室 研究開発統括部 部長 熊
澤工

17G090845

ベンチ

T・SPECアクリルベンチ

株式会社T・SPEC（埼玉県）

17G090846

Public Tree Pool Seats
of Recycled Concrete

SHAYUAN2

Chengdu Shayuan Industrial
Design Co.,Ltd.（China）

有限会社寶角デザイン 代表取締
役 寶角光伸
HangTao, HanNuan, ZhuMingming,
YueXin, LiuGuona, WeiGuangchao,
WangFeng, LuoXin, HeLishuang.

17G090847

遊具

HOUSE

17G090848

遊具

TAWARA

17G090849

自動火災報知設備・発信 フラット発信機
機

株式会社ジャクエツ環境事業（福
井県）
株式会社ジャクエツ環境事業（福
井県）
ホーチキ株式会社（東京都）

17G090850

ガス系消火設備・放出表 ガス系消火設備・透過型 株式会社コーアツ（兵庫県）
示灯
充満表示灯［LuxCi（ルク
シィ）MMIシリーズ］

株式会社コーアツ 伊丹工場 生
産グループ 生産設計第1チーム
リーダー 藤井丈士／技術部門
開発グループ 開発第2チームリー
ダー 畑中広和

17G090851

512色LED発車標

株式会社新陽社 松渕泰典

17G090852

セキュリティゲート

ML4ULP316W/ML4ULP2 株式会社新陽社（東京都）
16W/ GL4HP216WT
ランドゲート
株式会社熊平製作所（広島県）

17G090853

セキュリティゲート

モバイルゲート

株式会社 熊平製作所 製品開発
部 高杉建次／開発管理部 松本
一孝

17G090854

セキュリティゲート

セキュリティゲート TAG- 株式会社高見沢サイバネティック
13000シリーズ
ス（東京都）

ワイエスデザイン 前川 淳＋コクヨ
株式会社 ステーショナリー事業本
部 商品本部 示す整えるVU 池
田敦志

リオモインク（東京都）

株式会社熊平製作所（広島県）

深澤 直人
深澤 直人
ホーチキ株式会社 開発研究所
機構設計課 持田賢二

株式会社熊平製作所 製品開発部
河口大悟／開発管理部 松本一
孝、髙橋遼

株式会社Caro 山口英文

17G090856

プラネタリウム投映機

インフィニウム ∑

コニカミノルタ株式会社（東京都）

コニカミノルタ株式会社 ヒューマン
エクスペリエンスデザインセンター
西世古 旬、大江原 容子

17G090857

照明器具

Panasonic 導光パネルシ パナソニック株式会社（大阪府）
リーズ Float Light

17G090858

パニーニグリラー

スピーデライト

17G090859

業務用冷蔵庫

17G090860

ブラストチラー

17G090861

つり銭機

17G090862

ガーメントプリントシステ
ム

17G090863
17G090864

高天井用LEDセンサーラ 高天井用LEDセンサーラ アイキュージャパン株式会社（滋賀
イト
イト HB-700
県）
19インチラック
FSシリーズ コアネット
日東工業株式会社（愛知県）＋パ
ワークタイプ
ンドウイットコーポレーション日本支
社（東京都）

17G090866

Optical Cable Identifier

INNO fiber hunter 2
Optical Cable Identifier

INNO Instrument Inc.（Korea）

Yangri ZHAO, Jian XU, Yingpeng
SUN. Design team

17G090867

LED Display Screen

M-Pro

LKK Design Shenzhen Co.,Ltd.
（China）＋Shenzhen Dicolor
Optoelectronics Co.,Ltd.（China）

Cai Jinbiao Shi Weizhi Zhang
Guole Lu Hongyao Wang Gang Tian
Hao

17G090868

鋼製床材

17G090869

マンホール蓋

ハーディグレーチングフロ 三進金属工業株式会社（大阪府） 三進金属工業株式会社 開発部
アー フルフラットタイプ
藤原明彦
テーパーダイア
日本電信電話株式会社（茨城県） 足利翔

17G090870

道路用二次製品

防草ブロックとエレファン 全国防草ブロック工業会（愛知県） 石田鉄工株式会社 代表取締役
ドレン
＋石田鉄工株式会社（三重県）＋ 石田昭三
防草研究会（愛知県）

17G090871

燃料電池

100kW 純水素燃料電池
システム

17G090872

Retail/hospitality accent Philips StyleState
light
Intelligent lighting
QUBIC Intelligent
lighting system

17G090874

T40 (Around) SERIES

17G090875

パナソニック株式会社 エコソ
リューションズ社 デザインセンター
田中稔

エレクトロラックス・ジャパン株式会 エレクトロラックス・プロフェッショナ
社（東京都）
ル
インバータ制御自動スラ 大和冷機工業株式会社（大阪府） 設計開発部 業冷庫設計課
イド扉冷蔵庫
QXC-012SFLV2
福島工業株式会社（大阪府）
株式会社GK京都 田村基
硬貨つり銭機 RT-R03 / グローリー株式会社（兵庫県）
紙幣つり銭機 RAD-R03
RICOH Ri 100 / RICOH 株式会社リコー（東京都）
Rh 100 / RICOH Design
Software

開発本部 デザイン部 岩上尚樹
株式会社リコー 知的財産本部
総合デザインセンター 中鉢耕平、
池之上智子、皆川佳久、栗田正
博、株本正昭、谷内大弐
ジュリアス リム
日東工業株式会社 IT機材技術課
鶴見洋一／機材開発部 片山友広
／商品企画部 名古屋マーケティ
ンググループ 鈴木満＋パンドウ
イットコーポレーション日本支社
宮坂直人

株式会社東芝（東京都）＋東芝エ
ネルギーシステムズ株式会社（神
奈川県）

株式会社東芝 デザインセンター
大向真哉

Philips Lighting（Netherlands）

Thijmen Galekop

DIAODIAO (Beijing) Technology
Co.,ltd.（China）

DIAODIAO (Beijing) Technology
Co.,ltd.

SIDIZ, Inc.

SIDIZ, Inc.（Korea）

FUNGUS(CH0022/M13)

SIDIZ, Inc.

SIDIZ, Inc.（Korea）

Jayoung Kim, Jaeryong Won,
Jookyung Jung
SIDIZ R & D center, Claudio Bellini

17G090876

照明器具

パナソニック株式会社 エコソ
リューションズ社 デザインセンター
發田隆治、大槻成加

17G090877

照明器具

Panasonic 美術館・博物 パナソニック株式会社（大阪府）
館向け個別調光機能付
LED高演色スポットライト
NNQ32083W他
ModuleX60
株式会社モデュレックス（東京都）

17G090878

スチールパーティション

17G090879

椅子

減災建材 「高耐震間仕 株式会社イトーキ（東京都）
切G」「制震間仕切X」
ヘーゼル
株式会社内田洋行（東京都）

17G090880

テーブル

マインズ

株式会社内田洋行（東京都）

株式会社イトーキ 松山仙治、川
井達樹
株式会社藤森泰司アトリエ 藤森
泰司
ウド・シル

17G090881

事務用回転椅子

コンテッサ セコンダ

株式会社岡村製作所（神奈川県） イタルデザイン・ジウジアーロ社
マッシモ ボレッリ

17G090882

事務用回転椅子

フルーエント

株式会社岡村製作所（神奈川県） 株式会社岡村製作所 デザイン本
部製品デザイン部 戸塚新平

17G090883

マルチパーパスシーティ
ング

エモルト

株式会社岡村製作所（神奈川県） KAWAKAMI DESIGN ROOM 川上
元美

17G090873

株式会社モデュレックス

17G090884

会議用テーブル

Flipt（フリプト）-L/Y

愛知株式会社（愛知県）

愛知株式会社 経営企画室 研究
開発統括部 デザイン開発G 課長
代理 髙橋 大

17G090885

ネスティングチェア

TIPO（ティーポ）-NST

愛知株式会社（愛知県）

愛知株式会社 執行役員 経営企
画室 研究開発統括部 部長 熊
澤工

17G090886

オフィス家具

デイズオフィス

コクヨ株式会社（大阪府）

コクヨ株式会社ファニチャー事業本
部ものづくり本部 加藤善雅、林友
彦、靍﨑健太郎、加納隆芳、加賀
大喜、黒尾智也／スペースソリュー
ション事業部 野島耕平、佐藤航
／経営企画室クリエイティブセン
ター 鹿野喜司

17G090887

ミーティング家具シリーズ アイプラス ミーティング
家具シリーズ

株式会社イトーキ（東京都）

株式会社インターオフィス 寺田尚
樹、秋山昌平＋株式会社イトーキ
山中彬弘＋安東陽子デザイン 安
東陽子＋岡安泉照明設計事務所
岡安泉

17G090888

テーブル、収納棚、ベンチ 木とくらす

株式会社内田洋行（東京都）＋株 パワープレイス株式会社 若杉浩
式会社良品計画（東京都）
一＋株式会社良品計画 生活雑貨
部 企画デザイン室 小山裕介＋
株式会社内田洋行 営業本部 営
業統括グループ オフィス商品企
画部 秋田美紀、山田聖士、中村
香代子、田中康介

17G090889

オフィス用パーティション ストライプル

コクヨ株式会社（大阪府）

商品開発部 加藤善雅、長谷川徹
／革新センター 加納隆芳

17G090890

スライディングウォール

プランナーウォール・シフ コクヨ株式会社（大阪府）
ト

コクヨ株式会社 ファニチャー事業
本部 エンジニアリング事業部 播
磨修二、日下篤 革新センター 大
木一毅 1Mプロジェクト 木下洋二
郎、浅野健太

17G090891

間仕切

プランナーウォール・レイ コクヨ株式会社（大阪府）
ズ

コクヨ株式会社ファニチャー事業本
部 エンジニアリング事業部 龍共
平、播磨修二 ものづくり本部 中
村翔、磯崎直樹

17G090892

内装材

フロテックス

株式会社サンゲツ（愛知県）

インテリア事業本部 床材事業部
商品開発課 風間大樹

17G090893

壁紙

Blackboard

株式会社サンゲツ（愛知県）

インテリア事業本部 壁装事業部
商品開発課 小椋淑恵

17G090894

在室検知センサ・スイッチ 在室検知センサ・スイッチ オプテックス株式会社（滋賀県）
Cシリーズ

オプテックス株式会社 松田敬＋
株式会社ziba tokyo 兵藤岳郎、川
島優

17G090895

入退室管理非接触ICカー セキュレクティ
ドリーダ
Guest room control
MindCon
systerm

株式会社イトーキ（東京都）

株式会社イトーキ 江連晴洋

Honeywell（China）

Li Haitao, Wu Jianglin, Wang
Chenghao, Lin Erica, Li Xuedong

セイコーエプソン 株式会社（長野
県）
株式会社LIXIL（東京都）

セイコーエプソン株式会社 技術開
発本部
株式会社LIXIL HOUSING
TECHNOLOGYデザインセンター

17G090896
17G090897

乾式オフィス製紙機

PaperLab A-8000

17G090898

サッシ

MLシリーズ

17G090899

ビルエントランス向けアル SYSTEMA31e（システマ
ミサッシ
31イー）
ビル用 アルミサッシ
EXIMA31 サイドパス

YKK AP株式会社（東京都）

YKK AP株式会社

YKK AP株式会社（東京都）

YKK AP株式会社

上下ユニット給排水接続 ユメオアシス
システム
グレーチング
セーフティーウォーカー
ライナーデザイン
住宅
一世紀住宅コンセプトモ
デル
住宅
ハレニワの家

タカラベルモント株式会社（大阪
府）
株式会社オカグレート（三重県）

高田 知明、難波 克年、永露 雅
一、安藤 正美
株式会社オカグレート 岡島伸幸

株式会社一世紀住宅（新潟県）

代表取締役専務 石田伸一

株式会社S＆Gハウジング（京都
府）

A.C.E. 波多野一級建築士事務所
波多野崇

17G090900
17G090901
17G090902
17G100903
17G100904

17G100905

住宅

THE SKELETON HOUSE 株式会社エンジョイワークス（神奈 株式会社エンジョイワークス 事業
川県）
企画部 濱口智明／建築設計部
門田岳人

17G100906

住宅

銀杏並木

17G100907

分譲住宅

17G100908

戸建住宅

17G100909

分譲住宅

富山市愛宕町の住宅 ー 正栄産業株式会社（富山県）＋有 有限会社ランドサット 代表取締役
共働き世帯のための2つ 限会社ランドサット（大阪府）
安田 利宏
の住まいー
J・アーバン 港北
住友不動産株式会社（東京都）
住友不動産株式会社 製品企画室
長 和泉沢忠晴+Style-J 上甲千
恵
リフレ新白岡コミュニティ 総合地所（東京都）＋アール・エフ・ RFA 藤村龍至、武智大祐、小笠
ガーデン街区
エー（東京都）
原一穂＋石川初＋NCN 渡邉淑実
＋ツキライティングオフィス 吉楽
広敦

17G100910

住宅展示場

17G100911

戸建住宅

17G100912

分譲住宅

川越町プロジェクト

東洋地所株式会社（大阪府）＋東 有限会社ランドサット 代表取締
洋インダストリー株式会社（大阪
役 安田利宏
府）＋有限会社ランドサット（大阪
府）

17G100913

工業化住宅

エスパシオ Mezzo

トヨタホーム株式会社（愛知県）

17G100914

戸建住宅

カサート プレミアム

パナホーム株式会社（大阪府）

17G100915

住宅

若里の家

17G100916

住宅

アラウンド ザ スカイ

株式会社プリンシパルホーム（東 株式会社高松伸建築設計事務所
京都）＋株式会社高松伸建築設計 代表取締役 高松伸
事務所（京都府）

17G100917

工業化住宅

URBANCENTURY

ミサワホーム株式会社（東京都）

17G100918

工業化住宅

17G100919

住宅商品

CENTURY primore（プリ
モア）
ピロティの家

17G100920

分譲住宅

優游居-大原野-

17G100921

戸建てリノベーション

17G100922

戸建てリノベーション

17G100923

住宅

17G100924

住宅

17G100925

TERMINAL

17G100926

週末居宅

17G100927

住宅

HOWS Renovation 「武蔵 株式会社リビタ（東京都）
小金井の家」
HOWS Renovation 「しら 株式会社リビタ（東京都）
とり台の家」
nestle house
ポラテック株式会社ポウハウス（埼
玉県）
Aisle
aaat 高塚章夫建築設計事務所（東
京都）
TERMINAL
株式会社APOLLO一級建築士事
務所（東京都）
2つの門型フレーム組み 株式会社JWA建築・都市設計（東
上げに依るカントリーハウ 京都）
ス
光の十字廊
株式会社SN Design Architects（静
岡県）＋株式会社キーストン（静岡
県）＋ヨシヤス建設株式会社（大阪
府）

17G100928

住宅

House I

株式会社浅井アーキテクツ一級建
築士事務所（東京都）＋株式会社
三浦工務店（東京都）＋オーヴ・ア
ラップ・アンド・パートナーズ・ジャパ
ン・リミテッド（東京都）

浅井正憲、浅井百合、株式会社浅
井アーキテクツ一級建築士事務所
／徳淵正毅、オーヴ・アラップ・アン
ド・パートナーズ・ジャパン・リミテッ
ド

17G100929

住宅

2階建て断面の家

17G100930

住宅

格子庭の家

17G100931

住宅

おおきなかさの下で

アドヴァンスアーキテクツ株式会社
（大阪府）
アトリエルクス一級建築士事務所
（愛知県）
アトリエルクス一級建築士事務所
（愛知県）

アドヴァンスアーキテクツ株式会社
三木雅之
アトリエ ルクス 一級建築士事務所
宇佐見 寛
アトリエ ルクス 一級建築士事務所
宇佐見 寛

家族みんなが楽しく参加
する家事スタイル「共家
事（ともかじ）」を提案する
【浜田山展示場】
PREMIUM GranWood（プ
レミアム グランウッド）芦
屋の家

クリ英ター永和株式会社（福井県） 永和住宅株式会社 木村 次郎

大成建設ハウジング株式会社（東 大成建設ハウジング株式会社 技
京都）
術本部設計管理部商品企画グ
ループリーダー 渡辺和之
大和ハウス工業株式会社（大阪
府）

大和ハウス工業株式会社 住宅事
業推進部 商品開発部 野口豊
樹、古賀博隆

トヨタホーム株式会社 商品開発部
商品企画室 エスパシオG

パナホーム株式会社 戸建住宅事
業部
株式会社フォレストコーポレーショ 株式会社フォレストコーポレーショ
ン（長野県）
ン プランナー 小川貴司

ミサワホーム株式会社 商品開発
部
ミサワホーム株式会社（東京都）
ミサワホーム株式会社 商品開発
部
ロイヤルハウス株式会社（愛知県） 齋藤 陽久
株式会社リヴ（京都府）＋有限会
社ランドサット（大阪府）

有限会社ランドサット 代表取締
役 安田利宏
キャンプデザイン 株式会社 藤田
雄介
納谷建築設計事務所 納谷 学、納
谷新
大湖 正之
aaat 高塚章夫建築設計事務所
高塚章夫
株式会社APOLLO一級建築士事
務所 黒崎敏
株式会社JWA建築・都市設計、渡
辺純
株式会社SN Design Architects
佐野 剛史

17G100933

古民家再生

代官屋敷の古民家再生

17G100934

住宅

小高町の家 （横浜のオ 株式会社エイバンバ（神奈川県）
フグリッドハウス）

株式会社エイバンバ 番場俊宏、
番場絵里香、坂田旭

17G100935

住宅

蔵前の小さな家

有限会社川久保智康建築設計事
務所（東京都）

有限会社川久保智康建築設計事
務所 川久保智康

17G100936

住宅

城戸崎建築研究室（東京都）

城戸崎建築研究室

17G100937

住宅のエクステンション

洗足池の家 /
MONOLITH
ゲート/バーン/ヤード

17G100938

住宅

3層高床式の家

17G100939

ゼロエネルギー準備住宅 ひのすみか@ZERH

株式会社小林建設（埼玉県）

17G100940

個人住宅

株式会社佐藤宏尚建築デザイン事 株式会社佐藤宏尚建築デザイン事
務所（東京都）＋株式会社Tokyo 務所 佐藤宏尚、池田達彦
net worth（東京都）＋本間建設株
式会社（東京都）

17G100941

まちなみ共生型分譲住宅 表情を愉しむ

株式会社三栄建築設計（東京都） 株式会社三栄建築設計 横浜支店
加藤正義、桑原寛子、鈴木優大

17G100942

住宅

シラス洞窟の家

高千穂シラス株式会社（神奈川県） 高千穂シラス株式会社 代表取締
役社長 新留昌泰

17G100943

住宅

矢板・焼杉の家

17G100944

個人住宅

西伊豆の家

株式会社中山大輔建築設計事務
所（栃木県）
プラスデザイン一級建築士事務所
（東京都）

17G100945

熊取の住宅

5m×20mに建つ住宅

フリーダムアーキテクツデザイン株 北野 慶
式会社（東京都）

17G100946

ひかり

アーケードに建つ住宅

フリーダムアーキテクツデザイン株 稲垣 誠
式会社（東京都）

17G100947

住宅

5層のワンルーム住居

17G100948

個人住宅

大きなテラスの小さな家

17G100949

個人住宅

渡鹿の家

株式会社松山建築設計室（福岡
県）
山本卓郎建築設計事務所（東京
都）
株式会社ロジック（熊本県）

17G100950

小屋

無印良品の小屋

株式会社良品計画（東京都）

17G100951

トレーラーハウス

住箱

17G100952

賃貸長屋

竜美丘コートビレジ

17G100953

集合住宅

二重窓の集合住宅

17G100954

集合住宅（長屋）

GURURI

17G100955

集合住宅

サクラノキテラス

シマダハウス株式会社（東京都）＋ 伊藤博之建築設計事務所 伊藤博
シマダアセットパートナーズ株式会 之
社（東京都）＋伊藤博之建築設計
事務所（東京都）

17G100956

集合住宅

Hal Halle

河野有悟建築計画室（東京都）＋ 河野有悟建築計画室 河野有悟、
株式会社ウルテック（埼玉県）
白川健

17G100957

集合住宅

RUSSET ALLEY

河野有悟建築計画室（東京都）＋ 河野有悟建築計画室 河野有悟＋
内海聡建築設計事務所（東京都） 内海聡建築設計事務所 内海聡
＋株式会社ウルテック（埼玉県）

17G100958

集合住宅

リベルダージュ

株式会社吉富興産（東京都）

株式会社吉富興産一級建築士事
務所 澤口 直樹

17G100959

長屋

FARE 代々木上原

株式会社アスコット（東京都）＋株
式会社小川晋一都市建築設計事
務所（東京都）

株式会社小川晋一都市建築設計
事務所 小川晋一、塚田哲也、荒
井正彦、小川健成

17G100960

CLTを活用した木造3階

TIMBERED TERRACE

株式会社梶谷建設（石川県）＋株 株式会社 SALHAUS 日野雅司、

空からのメッセージ

株式会社イムラ（奈良県）

株式会社イムラ リノベーション部

京都府立大学大学院 河西研究室 河西立雄
（京都府）
京葉エステート株式会社（千葉県） 高橋京平
＋Archidance（千葉県）

株式会社中山大輔建築設計事務
所 中山大輔
プラスデザイン一級建築士事務所
萱沼宏記（意匠設計）＋株式会社
MAY設計事務所 杉山逸郎（構造
設計）＋大同工業株式会社 代表
堀口武彦（施工）

株式会社松山建築設計室
山本卓郎建築設計事務所 山本卓
郎
株式会社ロジック デザインチーム

NAOTO FUKASAWA DESIGN 深澤
直人
株式会社スノーピーク（新潟県）
隈研吾建築都市設計事務所 隈研
吾
Eureka（東京都）
稲垣淳哉、佐野哲史、永井拓生、
堀英祐
MARU。architecture（東京都）
MARU。architecture 高野洋平、
森田祥子
有限会社サンエイ（東京都）＋座光 伊藤博之建築設計事務所 伊藤
寺商店株式会社（東京都）＋伊藤 博之
博之建築設計事務所（東京都）

17G100961

三宿コーポラティブハウ
ス

BOTA三宿

株式会社コプラス（東京都）

株式会社コプラス 大豆生田亘、
西澤俊太郎＋株式会社 S&T ファ
イブステージ設計事務所 菅野勉、
田中将浩＋渡辺淳一建築設計事
務所 渡辺淳一＋Verve一級建築
士事務所 信太裕＋YARD

17G100962

集合住宅

風光舎

株式会社プリズミック（東京都）＋
株式会社SUEP.（東京都）

株式会社 SUEP． 代表取締役
末光弘和、代表取締役 末光陽
子、永瀬智基

17G100963

集合住宅（長屋）

クアンド

株式会社ブルースタジオ（東京都） 株式会社ブルースタジオ 薬師寺
将、谷田恭平＋株式会社宮田構造
設計事務所 宮田雄二郎、加藤千
博＋杉下デザイン室 杉下城司＋
アンドスクリプト 三戶美奈子

17G100964

集合住宅

緑ヶ丘のコーポラティブハ 株式会社若松均建築設計事務所
ウス
（東京都）

若松均建築設計事務所 若松均、
横木真（元所員）、片岡篤史、清水
真由美

17G100965

集合住宅

西参道テラス

株式会社石川素樹建築設計事務
所（東京都）

株式会社石川素樹建築設計事務
所 代表取締役 石川素樹

17G100966

災害公営住宅

矢吹町中町第二災害公
営住宅

岩堀未来建築設計事務所（東京
都）＋長尾亜子建築設計事務所
（東京都）＋福島県矢吹町（福島
県）

岩堀未来、長尾亜子

17G100967

災害公営住宅、店舗、集 八日町236
会所

17G100968

コンバージョンが可能な
木造3階建共同住宅

リアーブ コウシ SI （エ 生和コーポレーション株式会社（東 生和コーポレーション株式会社 萩
スアイ）
京都）
野谷 和秀、金戸 圭、舘田 香奈子

17G100969

長屋＋戸建住宅

西賀茂の家

有限会社レジデンス太田（京都府） 中田哲建築設計事務所 中田哲＋
＋株式会社フラットエージェンシー 好日舎 中田貴子
（京都府）＋中田哲建築設計事務
所（京都府）

17G100970

集合住宅

薫木荘

有限会社ラブアーキテクチャー一
級建築士事務所（東京都）

有限会社ラブアーキテクチャー一
級建築士事務所 浅利幸男

17G100971

集合住宅（長屋）

SUVACO HANEDA E,
SUVACO HANEDA W

DEW STUDIO 小高ちひろ、久保田
敬亮

17G100972

シェアハウス

LT城西2

シマダアセットパートナーズ株式会
社（東京都）＋DEW STUDIO（東京
都）
諸江一紀建築設計事務所（愛知
県）＋鈴木崇真建築設計事務所
（愛知県）＋株式会社ハシゴタカ建
築設計事務所・ladderup architects
（東京都）＋株式会社前田工務店
（愛知県）

17G100973

改修による旧社員寮の
シェアハウスへの再生

起業家シェアハウス
Fespa京都

株式会社リヴ（京都府）＋株式会
社彩ファクトリー（東京都）＋有限
会社ランドサット（大阪府）

有限会社ランドサット 代表取締
役 安田利宏

17G100974

住宅

ビレッタ

株式会社タイコーハウジングコア
（大阪府）

株式会社タイコーアーキテクト 設
計部 山村恭代＋株式会社タイ
コーハウジングコア 設計部 中瀬
由子

17G100975

住宅

アーケードハウス

株式会社タムタムデザイン 一級
建築士事務所（福岡県）

田村 晟一朗

17G100976

事務所併用住宅

minamityouHOUZ

17G100977

規格住宅

山根木材のちいさな家

株式会社ライブ環境建築設計（群
馬県）
ヤマネホールディングス株式会社
（広島県）＋株式会社杉田三郎建
築設計事務所（広島県）＋株式会
社ライナーノーツ（広島県）＋さしも
のかぐたかはし（広島県）

株式会社ライブ環境建築設計、片
山康浩
株式会社杉田三郎建築設計事務
所／広島工業大学 杉田宗＋株式
会社LINER NOTES 中山慎介＋さ
しものかぐたかはし 高橋雄二

17G100978

KUGENUMA TORICOT

KUGENUMA TORICOT

一級建築士事務所アンブレ・アー
キテクツ（東京都）

松尾 宙、松尾 由希

八日町地区共同住宅建設組合（宮 LLC住まい・まちづくりデザインワー
城県）＋LLC住まい・まちづくりデザ クス 津久井誠人、阿部俊彦、吉
インワークス（東京都）
川晃司

諸江一紀建築設計事務所 諸江一
紀＋鈴木崇真建築設計事務所 鈴
木崇真

17G100980

Pier.18

Beatrix Design

Beatrix Design（Taiwan）

17G100981

Residential

Multi-function with
Balance

Nomas Chen, Angelo Cho, Irene
Haung
FU-GE Design Integration Co.,Ltd. Ling-Fang Huang
（Taiwan）

17G100982

HOUSE TS

hiiarchitects co., ltd.

hiiarchitects co.,ltd.（Taiwan）

17G100983

The W Space

Wotancraft

17G100984

Micro / Free Space

Micro / Free Space

One Work Design Limited（Taiwan） One Work Design Limited, Pi-Yu
Yuan, Cheng-Shing Wang, FengHsiang Chang.

17G100985

Four Seasons . Taida

Residential Building

Tang Sung Real Estate
Development Co.,Ltd.（Taiwan）

Tang Sung Real Estate
Development Co.,Ltd./ Fu TingFong, Cheng Chih-Jen, Wu ChunHua, Lin Po-Jui, Lu Chung-Hao

17G100986

Four Seasons . Taida

Residential Building

Tang Sung Real Estate
Development Co.,Ltd.（Taiwan）

Tang Sung Real Estate
Development Co.,Ltd./ Fu TingFong, Cheng Chih-Jen, Hsu ChunJen, Chen Ching-Liang; Hu Yung
Fu Architect & Associates/ Hu
Yung-Fu

17G100987

軽度知的障碍者グルー
プホーム

峠のグループホーム

NPO法人はな（東京都）＋SOGO建 SOGO建築設計 十河彰、十河麻
築設計（東京都）
美

17G100988

介護付き有料老人ホーム ガーデンテラス尾山台

シマダアセットパートナーズ株式会 シマダアセットパートナーズ株式会
社（東京都）
社 副部長 須藤 潤

17G100989

養護老人ホーム

きぬがさ

伊熊昌治建築設計事務所（東京
都）

17G100990

学生寮

大正大学15号館 地域構 学校法人大正大学（東京都）＋株 株式会社大林組 設計本部 堤裕
想研究所
式会社大林組（東京都）
二、奥田真里子

17G100991

間取り可変システム

UGOCLO（ウゴクロ）

株式会社長谷工コーポレーション
（東京都）＋株式会社フォリス（東
京都）

株式会社長谷工コーポレーション
技術推進部門商品企画室 高瀬有
二、渡沼千晶／エンジニアリング事
業部デザイン室 倉持美香、毛利
俊彦／エンジニアリング事業部第2
設備設計室 大橋渉

17G100992

木質住宅構法

センチュリーモノコック

ミサワホーム株式会社（東京都）

ミサワホーム株式会社 商品開発
本部

17G100993

梁受金物

2L型 TCW-33

株式会社三栄建築設計（東京都）

17G100994
17G100995

スケルトンインフィルの構 SI間仕切壁
住友林業株式会社（東京都）
造と間仕切壁
照明計画ガイドライン
野村不動産×コイズミ照 野村不動産株式会社（東京都）
明「街並み照明計画」の
取り組み

17G110996

集合住宅

亀戸の集合住宅

株式会社GSディベロップメント（東 AIUEO STUDIO株式会社 佐々木
京都）＋内野建設株式会社（東京 純也＋ito.+伊藤教司建築設計事
都）＋AIUEO STUDIO 株式会社
務所 伊藤教司
（東京都）＋ito.+伊藤教司建築設
計事務所（愛知県）

17G110997

集合住宅

レクシード両国駅前

ジェイレックス・コーポレーション株 ジェイレックス・コーポレーション株
式会社（東京都）
式会社 不動産開発部

17G110998

分譲マンション

クレヴィア田端

伊藤忠都市開発株式会社（東京 株式会社三輪設計 菊地大輔
都）＋三信住建株式会社（東京都）

17G110999

分譲マンション

ピアース初台センティア

株式会社モリモト（東京都）

Huang Kao-Chuang, Hu Jin-Yuan,
hiiarchitects co.,ltd. + Wang YangEn
One Work Design Limited（Taiwan） One Work Design Limited--Pi-Yu
Yuan, Cheng-Shing Wang, FengHsiang Chang.

伊熊昌治建築設計事務所 伊熊昌
治，高木恭子／能勢建築構造研究
所 横田友行、松島洋介／知久設
備計画研究所 知久昭夫、木村義
博、椋尾誠一／京都造形芸術大学
教授 佐々木葉二

住友林業株式会社 技術商品開発
部
野村不動産株式会社 住宅事業本
部 戸建事業部 吉井浩介 永田
佐津紀、中里和佳

株式会社フレグライン建築設計 代
表取締役 福田馨

17G111000

集合住宅における新防災 ライオンズの新しい防災 株式会社大京（東京都）
システム
対策『SONA-L』

株式会社大京 中山雄生、大浦
武、前畑 薫、小田島隆行、内田麻
衣子

17G111001

集合住宅

イニシアクラウド渋谷笹
塚

株式会社コスモスイニシア（東京
都）

デザインオフィスnendo＋横堀建築
設計事務所＋有限会社ケイ・ワー
クス＋株式会社いろ葉Design 大
武一伯

17G111002

集合住宅

イニシア葛西/ポケット
ベース

株式会社コスモスイニシア（東京
都）＋株式会社ミハデザイン一級
建築士事務所（東京都）

株式会社ミハデザイン一級建築士
事務所＋株式会社K&T一級建築
士事務所＋株式会社いろ葉Design
大武一伯

17G111003

集合住宅

Court Modelia akasaka
895

株式会社コムラエージェンシー（東 有限会社谷内田章夫ワークショッ
京都）＋幸建設株式会社（東京都） プ 谷内田章夫

17G111004

マンション

ZOOM 芝浦

株式会社トーシンパートナーズ（東 有限会社谷内田章夫ワークショプ
京都）
谷内田章夫

17G111005

店舗・共同賃貸住宅

株式会社モデリア（東京都）＋秀光 木下道郎ワークショップ 木下道郎
建設株式会社（東京都）

17G111006

集合住宅

コートモデリア表参道／
コートモデリア表参道ア
ネックス
ラ・アトレレジデンス蟻ヶ
崎台

17G111007

ワンルームマンション

ラグディア高輪

17G111008

賃貸集合住宅

プラウドフラット中落合

17G111009

集合住宅

17G111010

ファインシティ甲子園

17G111011

集合住宅

ローレルコート西葛西

近鉄不動産株式会社（大阪府）

ベイシスデザイン事務所 佐藤基

17G111012

集合住宅

ジオ高槻ミューズレジス

阪急不動産株式会社（大阪府）

株式会社竹中工務店 大阪本店
設計部 榎本弘美、清水正憲、酒
井道助

17G111013

集合住宅

三井不動産レジデンシャル株式会
社（東京都）

17G111014

集合住宅

パークホームズ赤羽西
〜間取り変更プラン
「Imagie（イマジエ）」〜
ザ・パークハウス 市谷甲
良町

17G111015

株式会社ラ・アトレ（東京都）

株式会社SKM設計計画事務所 柴
田知彦、市川奨、阿部弘樹＋株式
会社ケプラー都市建築設計 加藤
兼雄、熊谷新春

株式会社佐藤宏尚建築デザイン事 株式会社佐藤宏尚建築デザイン事
務所（東京都）＋株式会社インヴァ 務所 佐藤宏尚, 野口雅広、池田
ランス（東京都）＋大旺新洋株式会 達彦
社（東京都）

野村不動産株式会社（東京都）＋ 牛込昇建築設計事務所 牛込昇＋
牛込昇建築設計事務所（東京都） 工新建設株式会社一級建築士事
務所
ファインシティ横浜江ヶ崎 京阪電鉄不動産株式会社（東京 株式会社長谷工コーポレーション
ルネ
都）
佐渡 和夫
集合住宅
京阪電鉄不動産株式会社（大阪 株式会社長谷工コーポレーション
府）
エンジニアリング事業部 第3設計
室 中川 慎介／デザイン室 湯口
享

三菱地所レジデンス株式会社（東
京都）

株式会社SUEP. 代表取締役 末
光弘和、代表取締役 末光陽子＋
株式会社アーキフォルム 代表取
締役 寺川一郎、建築設計室 室
長 渡辺功

集合住宅

ザ・パークハウス 東陽町 三菱地所レジデンス株式会社（東
レジデンス
京都）

三菱地所レジデンス株式会社 橋
田萌、堀込沙也加、山田直子、渡
辺尚子、大沢翔太＋株式会社メッ
クecoライフ 平生進一、三輪弘
美、宮脇優子

17G111016

集合住宅

ザ・パークハウス グラン
南青山

三菱地所レジデンス株式会社（東 アーキサイトメビウス株式会社 代
京都）＋三菱倉庫株式会社（東京 表取締役 今井敦＋東急建設株式
都）
会社 建築本部 建築設計部 次
長 野村俊哉

17G111017

共同住宅

BIG FRONT ひろしま

住友不動産株式会社（東京都）

17G111018

共同住宅

ガーデンヒルズ四ツ谷 迎 住友不動産株式会社（東京都）
賓の森

住友不動産株式会社 製品企画室
和泉沢忠晴

17G111019

共同住宅

シティテラス平井

住友不動産株式会社（東京都）

住友不動産株式会社 製品企画室
長 和泉沢忠晴

17G111020

共同住宅

シティテラス品川イースト 住友不動産株式会社（東京都）

住友不動産株式会社 製品企画室
和泉沢忠晴

株式会社アール・アイ・エー 設計
部長 中尾武史

17G111021

集合住宅

プラネソシエ神戸元町

大林新星和不動産株式会社（大阪 株式会社IAO竹田設計 山口隆
府）
幸、原口晴之、佐山義明

17G111022

集合住宅

プレミスト白金台

大和ハウス工業株式会社（大阪
府）

デザイン・ファーム合同会社一級建
築士事務所 代表 向井裕、宮澤
俊一＋株式会社スタイレックス 江
馬優子、岩田龍治

17G111023

ブランズシティ久が原

ブランズシティ久が原

東急不動産株式会社（東京都）

株式会社デザインネットワークス
代表取締役 金子信行

17G111024

集合住宅

ブランズシティ天神橋筋
六丁目

東急不動産株式会社（東京都）＋ 株式会社長谷工コーポレーション
近鉄不動産株式会社（大阪府）＋ 大阪エンジニアリング事業部 中川
JR西日本不動産開発株式会社（兵 慎介
庫県）

17G111025

集合住宅

プレイスヴィラ喜多見

東急不動産株式会社（東京都）＋
三菱地所レジデンス株式会社（東
京都）＋小田急不動産株式会社
（東京都）

株式会社ウイ・アンド・エフ・ヴィジョ
ン 石倉雅俊＋不二建設株式会社
木村忠義＋株式会社三輪設計 中
川浩一郎

17G111026

集合住宅

BAYZ TOWER &
GARDEN

東京建物株式会社（東京都）＋三
井不動産レジデンシャル株式会社
（東京都）＋三菱地所レジデンス株
式会社（東京都）＋東急不動産株
式会社（東京都）＋住友不動産株
式会社（東京都）＋野村不動産株
式会社（東京都）＋東京電力パ
ワーグリッド株式会社（東京都）

光井純＆アソシエーツ建築設計事
務所 代表 光井純＋株式会社手
塚建築研究所 手塚貴晴、手塚由
比、東京都市大学手塚研究室＋株
式会社愛植物設計 設計計画部
山野秀規

17G111027

集合住宅

プラウド千代田淡路町

野村不動産株式会社（東京都）

株式会社エーエーアンドサン一級
建築士事務所 杉山寛紀＋西山建
築デザイン事務所 西山広朗

17G111028

集合住宅

プラウドシティ加賀学園
通り

野村不動産株式会社（東京都）

株式会社坂倉建築研究所 大木健
逸、吉村将次、菊地智大

17G111029

集合住宅

プラウドシティ阿佐ヶ谷

野村不動産株式会社（東京都）

デザイナー：株式会社ミサワアソシ
エイツ 三沢亮一 寺岡哲平＋設
計者：株式会社INA新建築研究所
本松邦廣 白澤一郎 村石好央
林崎和夫 近沢可大＋プレイスメ
ディア 吉田新 吉澤眞太郎＋岩
井達弥

17G111030

集合住宅（賃貸住宅）

BELL TREE 御幸通

大和船舶土地株式会社（兵庫県） 有限会社ランドサット 代表取締役
＋有限会社ランドサット（大阪府） 安田利宏

17G111031

歴史的環境に建つ公営
住宅

富田林市営若松第3住宅 株式会社アルキービ総合計画事務 株式会社アルキービ総合計画事務
所（大阪府）
所 代表 久保清一

17G111032

漆喰と木の室

漆喰と木の室

17G111033

一棟丸ごとリノベーション ウッドヴィル麻布
分譲マンション

NTT都市開発株式会社（東京都）
＋株式会社リビタ（東京都）

株式会社南條設計室＋横堀建築
設計事務所＋株式会社桝井淳介
デザインスタジオ＋株式会社 ライ
ティング プランナーズ アソシエーツ

17G111034

団地リノベーション

ニコイチ

大阪府住宅供給公社（大阪府）

株式会社星田逸郎空間都市研究
所 代表 星田逸郎＋株式会社
OHArchitecture 代表 堀井達也、
奥田晃輔＋京智健建築設計事務
所 代表 京智健

17G111035

戸建て分譲住宅

17G111036

地域環境配慮型戸建開
発

ローズプレイス瀬田唐橋 京阪電鉄不動産株式会社（大阪 株式会社現代ランドスケープ
分譲住宅 そらにわプロ 府）＋そらにわ運営組合（滋賀県）
ジェクト：「共用庭から始
まるコミュニティづくり」
ジョイナス新宮 和（なご 九州八重洲株式会社（福岡県）
田代宣裕、末次健一、森口裕也、
み）
馬場沙也加、尾﨑千華、古賀優志
＋木下緑化建設株式会社 石橋正
範

設計＋制作／建築巧房（福岡県） 高木 正三郎

17G111037

環境配慮型まちづくり

ミナガーデン十日市場

ナイス・飯田善彦建築工房・岡山 全体：ナイス 平田恒一郎＋飯田
建設設計建設共同企業体（神奈川 善彦建築工房 飯田善彦、山下祐
県）
平＋首都大学東京 小林克弘＋横
河設計工房 横河健＋URU総合研
究所＋アトリエU 宇野健一＋S2
杉浦榮、高間三郎＋加用現空、鈴
木信恵

17G111039

戸建分譲住宅地の街づく オオソラモ野田みずき
り

17G111040

都市再生

センティックデザイン

17G111041
17G111042

ニュータウン
仮設住宅団地

白岡ニュータウン
御船町東小坂仮設団地

総合地所（東京都）
総合地所
ボランタリー・アーキテクツ・ネット 坂 茂、田中智之
ワーク（東京都）＋熊本大学 田中
智之 研究室（熊本県）＋慶應義塾
大学SFC 坂 茂 研究室（神奈川
県）

17G111043

集合住宅のエントランス
改修

芦屋浜団地エントランス
改修

株式会社遠藤剛生建築設計事務 株式会社遠藤剛生建築設計事務
所（大阪府）＋独立行政法人都市 所 遠藤剛生、河野浩
再生機構 西日本支社（大阪府）

17G111044

自由に水回りをレイアウト ミライフル
できる住宅

野村不動産株式会社（東京都）

株式会社長谷工コーポレーション
エンジニアリング事業部 久保勝之
＋株式会社ブリヂストン 化工品開
発第1本部 配管開発部 桜田秋
能

17G121045

吊橋

三島スカイウォーク

株式会社フジコー（静岡県）

株式会社フジコー＋株式会社長大

17G121046

ダム

津軽ダム

国土交通省 東北地方整備局 岩木 株式会社東京建設コンサルタント
川ダム統合管理事務所（旧 津軽ダ 井上大介＋株式会社イー・エー・
ム工事事務所）（青森県）＋株式会 ユー 西山健一、田中毅
社東京建設コンサルタント（東京
都）＋株式会社イー・エー・ユー（東
京都）

17G121047

換気塔

高速神奈川7号横浜北線 首都高速道路株式会社（東京都） 首都高速道路株式会社 藤井健
新横浜換気塔・馬場換気
司、前田尚孝、須坂 広治、岡田貴
塔・子安台換気塔
司、小野寺晋治、中野裕晶＋株式
会社オリエンタルコンサルタンツ
宮内和則、太田啓介、金野拓朗＋
日総建株式会社 勝山真、豊島裕
樹、直井端樹＋株式会社石本建築
事務所 松永裕一、村田輝彦

17G121048

通路上屋

三角港キャノピー

17G121049

駅 ・ 複合型温泉施設

西武秩父駅 ・ 西武秩父 西武鉄道株式会社（埼玉県）＋西 西武建設株式会社 村上英郎、大
駅前温泉 祭の湯
武レクリエーション株式会社（埼玉 原朋子、澤田明彦、宮寺隆司＋西
県）＋西武建設株式会社（埼玉県） 武造園株式会社 高橋尚史＋株式
＋西武造園株式会社（東京都）
会社乃村工藝社 加藤利仁、妙中
将隆

17G121050

駅施設

東急池上線戸越銀座駅

17G121051

駅前広場、高架下自由通 富山駅南口駅前広場・西 パシフィックコンサルタンツ株式会
路、LRT軌道
口交通広場・南北自由通 社（東京都）＋株式会社GK設計
路・東西自由通路・LRT （東京都）＋株式会社浦建築研究
所（石川県）
軌道及びホーム

株式会社拓匠開発（千葉県）

株式会社拓匠開発＋株式会社ウ
イン＋株式会社西建築設計事務
所
旭化成不動産レジデンス株式会社 旭化成不動産レジデンス株式会社
（東京都）
開発営業本部 辻松章太、泉田真
一、林亮介、永岡広太郎、和田悠、
その他

株式会社ネイ＆パートナーズジャ
パン（東京都）

株式会社ネイ＆パートナーズジャ
パン 渡邉竜一＋Ney Ney &
Partners BXL s.a. ローラン・ネイ、
エリック・ボダウェ／設計協力：オー
ク構造設計 新谷眞人

東京急行電鉄株式会社（東京都） 株式会社アトリエユニゾン 鈴木
＋株式会社アトリエユニゾン（東京 靖、奥村政樹＋株式会社ホルツス
都）
トラ 稲山正弘＋樅建築事務所
田尾玄秀
PCKK 田井賢、手塚勝、上出竜司
＋GK 上田孝明＋富山大 横山天
心＋浦建築研究所 浦淳＋ASA
鈴木啓＋ぼんぼり 角舘正英＋
SEG 島津勝弘＋富山ガラス工房
野田雄一、名田谷隆平＋Cozy 尾
崎永治

17G121052

路面電車停留場

札幌市路面電車停留場 札幌市（北海道）＋株式会社オリエ 株式会社ネイ＆パートナーズジャ
（狸小路停留場、西4丁目 ンタルコンサルタンツ（東京都）＋ パン（渡邉竜一）、NEY &
停留場（内回り））
株式会社ネイ＆パートナーズジャ PARTNERS（Laurent NEY）
パン（東京都）

17G121053

天理駅前広場

天理駅前広場コフフン

奈良県天理市（奈良県）

建築インテリア：nendo＋井渡屋＋
コクヨ株式会社／サイン：株式会社
日本デザインセンター 色部デザイ
ン研究室／照明：岡安泉照明設計
事務所／植栽：合同会社スタジオ
モンス

17G121054

公共施設

OM TERRACE

さいたま市（埼玉県）＋アール・エ
フ・エー（東京都）

RFA 藤村龍至、武智大祐、小笠
原一穂、福田宇啓＋小西泰孝建築
構造設計 小西泰孝＋ツキライティ
ングオフィス 吉楽広敦＋
neucitora 刈谷悠三、角田奈央

17G121055

商店街アーケード

福山市本通・船町商店街
アーケード改修プロジェク
ト -とおり町Street
Garden-

UID（広島県）＋福山本通商店街振 UID 前田圭介
興組合（広島県）＋福山本通船町
商店街振興組合（広島県）＋NPO
わくわく街家研究所（広島県）＋福
山市（広島県）＋福山商工会議所
（広島県）＋大和建設株式会社（広
島県）＋中国電力株式会社（広島
県）＋鹿島道路株式会社（広島県）
＋株式会社松誠園緑地建設（広島
県）＋株式会社マツダ金属製作所
（大阪府）

17G121056

世界遺産区域内における 富士山本宮浅間大社・神 株式会社設計領域（東京都）＋富 株式会社設計領域 吉谷崇、新堀
広場整備
田川ふれあい広場
士設計株式会社（静岡県）
大祐＋富士設計株式会社 渡邉一
弘

17G121057

駐車場

名古屋市営金城ふ頭駐
車場

株式会社竹中工務店（愛知県）＋ 株式会社竹中工務店 長谷川寛、
名古屋市（愛知県）
上河内浩、太田匠哉＋ランドス
ケープ：STGK inc.＋グラフィック：ナ
ツメトモミチ

17G121058

商業施設

八木山ゲートテラス

株式会社AL建築設計事務所（宮城 株式会社AL建築設計事務所 小
県）＋東北工業大学工学部建築学 島善文、堀井義博、福屋粧子
科福屋粧子研究室（宮城県）＋株
式会社エイトリー（宮城県）

17G121059

球場改修

横浜スタジアム『コミュニ 株式会社横浜DeNAベイスターズ
ティボールパーク』化構想 （神奈川県）

17G121060

スポーツ練習施設

新豊洲Brilliaランニングス 東京建物株式会社（東京都）＋太 有限会社E.P.A 環境変換装置建築
タジアム
陽工業株式会社（東京都）＋東京 研究所 武松幸治
ガス用地開発株式会社（東京都）
＋有限会社E.P.A環境変換装置建
築研究所（東京都）

17G121061

店舗・厩舎

東京クラシック 森のクラ 古谷デザイン建築設計事務所（東 古谷デザイン建築設計事務所 古
ブハウス・馬主クラブ
京都）
谷俊一、秋 真人、豊島香代子、宮
脇久恵

17G121062

美術館・図書館

太田市美術館・図書館

株式会社平田晃久建築設計事務
所（東京都）＋オーヴ・アラップ・ア
ンド・パートナーズ・ジャパン・リミ
テッド（東京都）

17G121063

建築物

豊永郷民俗資料館

特定非営利活動法人豊永郷民俗 株式会社上田建築事務所 上田堯
資料保存会（高知県）＋株式会社 世
上田建築事務所（高知県）

17G121064

Interior Design

CHU-studio（Taiwan）

Interior Design

CHU-studio（Taiwan）

17G121067

Transmission-Field
tandem
2016 Taipei Public
Housing Exhibition
Showcase installation
art
図書館・ギャラリー

BOTANIPLAN VON LICHT
（Taiwan）
株式会社山下設計（東京都）

安田俊也、赤澤大介

17G121068

公共施設・飲食店

FUTURE MUSEUM : The
Missing Part
市立米沢図書館・よねざ
わ市民ギャラリー
まちなか交流広場 ス

手塚建築研究所（東京都）

手塚建築研究所 手塚貴晴＋手塚

17G121065
17G121066

オンデザイン・パートナーズ＋清水
建設

Alfie Shao/ Tzu-Hsi Shao/ YungHsin Yang
Alfie Shao / Hsuan Yen / SzuWen Wang
LEECHI

17G121069

移動劇場

月灯りの移動劇場

月灯りの移動劇場（愛知県）＋
STANDS ARCHITECTS（愛知県）
＋名城大学 生田京子研究室（愛
知県）＋藤尾建築構造設計事務所
（愛知県）

スタンズアーキテクツ 代表 横関
浩／名城大学 生田京子研究室
代表 生田京子／藤尾建築構造設
計事務所 代表 藤尾篤

17G121070

集会場

女神の森セントラルガー 株式会社AOB慧央グループ（山梨 有限会社永山祐子建築設計 永山
デン
県）＋株式会社竹中工務店（東京 祐子、山岸大助、鈴木俊祐＋株式
都）
会社竹中工務店 伊藤宏樹、大石
卓人、伊藤周平

17G121071

Book drive program

Housearch

Collaboration Platform Media
Limited（Taiwan）＋Alvison
international corp.（Taiwan）

LEE PAN-LUNG, TSAI SHU-TIAN,
WU CHIA-JUNG, KO PEI-CHIEH,
LIN JEONG-TING

17G121072

Spiral Arches

daydreamers design

daydreamers design（Hong Kong）

SIU Kwok Kin Stanley, Principal,
daydreamers design/ CHAN Pui
Hong Aden, Design Director,
daydreamers design/ CHUNG Chiu
Shan Tidus, Architectural
Designer, daydreamers design

17G121073

ごみ処理施設

武蔵野クリーンセンター

荏原環境プラント株式会社（東京
都）＋武蔵野市（東京都）＋鹿島建
設株式会社（東京都）＋水谷俊博
建築設計事務所（東京都）

荏原環境プラント株式会社 塚本
輝彰＋KAJIMA DESIGN 早舩雅
之、福永太郎＋水谷俊博建築設計
事務所 水谷俊博、水谷玲子、平
田悠＋武蔵野大学水谷俊博研究
室

17G121074

Community Green
Station

Hong Kong East
Community Green
Station

Architectural Services Department Mr. Thomas WAN (Senior
（Hong Kong）
Architect), Mr. Edward WONG
(Project Architect)

17G121075
17G121076

株式会社 琉球銀行 具志 まちと人々を繋げる支店 有限会社アトリエ・門口（沖縄県）
川支店
銀行
信用金庫
高岡信用金庫本店
清水建設株式会社（東京都）

17G121077

大学施設

近畿大学 ACADEMIC
THEATER

17G121078

中学・高等学校

栄光学園創立70周年事
業 新校舎

17G121079

中学校

陸前高田市立高田東中
学校

17G121080

校舎

港区立小中一貫校 白金 株式会社日建設計（東京都）
の丘学園

17G121081

小学校

山元町立山下第二小学
校

17G121082

Primary School

Kai Tak Primary School

17G121083

認定こども園

KM Kindergarten and
Nursery

17G121084

保育園

中目黒どろんこ保育園

17G121085

保育園

ATM Nursery

17G121086

保育園

あまねの杜保育園

17G121087

幼保連携型認定こども園 のしろこども園

門口 安則

清水建設株式会社 設計本部 プ
ロジェクト計画部 及川直哉、池田
賢介
学校法人近畿大学（大阪府）＋株 畠山文聡、岡俊徳、伊藤裕也
式会社NTTファシリティーズ（神奈
川県）
栄光学園（神奈川県）＋株式会社 日本設計・大成建設一級建築士事
日本設計・大成建設株式会社 設 務所設計共同企業体 岩村雅人、
計共同企業体（東京都）
赤瀬川仁、村井一、吉田秀樹、吉
岡紘介、輿石秀人、矢崎裕信、村
岡拓見、中川崇、間室健一、島村
高平、坂口裕美

株式会社SALHAUS（東京都）

株式会社SALHAUS 日野雅司＋
栃澤麻利＋安原幹

株式会社日建設計 設計部 岩崎
克也、勝矢武之、田辺裕美、頭井
秀和
株式会社佐藤総合計画（東京都） 株式会社佐藤総合計画 谷口直
＋株式会社SUEP.（東京都）
英、長井厚＋株式会社SUEP. 末
光弘和、末光陽子、加藤隼輝

Architectural Services Department Mr. Thomas WAN (Senior
（Hong Kong）
Architect), Ms. Tuesday LI
(Project Architect)
株式会社日比野設計＋幼児の城 株式会社 日比野設計＋幼児の城
（神奈川県）
佐々木真理、小西正人
社会福祉法人どろんこ会（東京都）
＋ユニップデザイン株式会社（東京
都）
株式会社日比野設計＋幼児の城
（神奈川県）

ユニップデザイン株式会社 房前
寿明＋小池宏明
株式会社日比野設計＋幼児の城
門間直樹、青木貴宏

相坂研介設計アトリエ＋社会福祉 相坂研介
法人 南生会（東京都）
社会福祉法人吉竹福祉会（石川 株式会社ナカエ・アーキテクツ 中
県）＋株式会社ナカエ・アーキテク 永勇司
ツ（東京都）

17G121088

保育園

大空と大地のなーさりぃ
下井草駅前園

株式会社キッズコーポレーション KINO architects 木下昌大、石黒
（栃木県）＋KINO architects（東京 大輔、山崎雅嗣、藤本直憲
都）＋千広建設株式会社（長野県）

17G121089

診療所

新柏クリニック

医療法人社団中郷会 新柏クリ
株式会社竹中工務店 設計部 吉
ニック（千葉県）＋株式会社竹中工 岡有美、石本明子
務店（東京都）

17G121090

障害福祉サービス事業所 Good Job ! Center
KASHIBA, Good Job !
Center
KASHIBA/STUDIO

社会福祉法人わたぼうしの会（奈
良県）＋一級建築士事務所 大西
麻貴+百田有希 / o+h（東京都）

17G121091

障がい者福祉施設

熱海ふれあい作業所

NPO法人熱海ふれあい作業所（静 MNoKa Architects 牧野宏一
岡県）＋MNoKa Architects（神奈
川県）＋株式会社宮田構造設計事
務所（東京都）

17G121092

グローカルな複合施設

THANK / 知立の寺子屋 富士機械製造株式会社（愛知県） 原田真宏+原田麻魚 / MOUNT
＋株式会社マウントフジアーキテク FUJI ARCHITECTS STUDIO
ツスタジオ一級建築士事務所（東
京都）

17G121093

礼拝施設

手紙処と手紙標

手紙寺 證大寺（東京都）

17G121094

永代墓

長徳寺永代墓「ハクラ」

真宗大谷派 松霊山 長徳寺（新潟 ヨコミゾマコト、坂東幸輔、冨永美
県）＋吉原写真館（新潟県）＋東京 保、小林良平、小林明澄、原田健
藝術大学美術学部建築科ヨコミゾ 介、田坂創一、杉山由香
マコト研究室（東京都）

17G121095

火葬場

多治見市火葬場 華立や 多治見市（岐阜県）＋株式会社久 株式会社久米設計 設計本部 上
すらぎの杜
米設計（東京都）
田 克行、海老原 靖子、平田 駿

17G121096

超高層ビル

あべのハルカス

近鉄不動産株式会社（大阪府）

建築：株式会社竹中工務店 原田
哲夫、橋岡佳令、松田知也、合田
靖、米津正臣／外装：株式会社竹
中工務店 原田哲夫、米津正臣＋
ペリ クラーク ペリ アーキテクツ
シーザーペリ、フレッドクラーク、光
井純

17G121097

品川シーズンテラス

品川シーズンテラス

NTT都市開発株式会社（東京都）
＋大成建設株式会社（東京都）＋
ヒューリック株式会社（東京都）＋
東京都市開発株式会社（東京都）

株式会社NTTファシリティーズ 萩
原多聞＋大成建設株式会社 峰村
雄一、佐々木康成＋NTT都市開発
株式会社 長岡公一

17G121098

オフィス

大手町フィナンシャルシ
ティ グランキューブ

株式会社三菱地所設計（東京都） 株式会社三菱地所設計 建築設計
三部 松田貢治、海野宏樹＋株式
会社NTTファシリティーズ グリーン
ITビルビジネス本部、榎木靖倫／
エンジニアリング＆コンストラクショ
ン事業本部設計部門、三谷健太郎

17G121099

市街地再開発事業

京橋エドグラン （京橋二 日本土地建物株式会社（東京都） 株式会社日建設計 執行役員 木
丁目西地区第一種市街
村雅一／設計部 設計長 三上槇
地再開発事業）
司、主管 伊東宏和

17G121100

商業施設

東急プラザ銀座

17G121101

sitatte sapporo

sitatte sapporo 札幌フコ 富国生命保険相互会社（東京都） フィールドフォー・デザインオフィス
志村美治、井筒英理子＋ライトデ
ク生命越山ビル
＋有限会社越山ビルディングズ
（北海道）＋清水建設株式会社一 ザイン 東海林弘靖、今井美紀
級建築士事務所（東京都）

UMA / design farm、原田祐馬、津
田祐果＋NEW LIGHT POTTERY、
永富裕幸、奈良千寿＋吉行良平と
仕事、吉行良平

手紙処をつくる会（井上城治、溝邊
貴彦、田村和彦、船井隆作、押尾
章治、廣村正彰、三井浩、森口純
一、吉田一求、中村一行、尾川佳
代、伊東克明）

東急不動産 株式会社（東京都）＋ 株式会社日建設計 設計部 中本
株式会社日建設計（東京都）
太郎、坂本隆之、畑野了＋株式会
社インフィクス 間宮吉彦、石丸耕
平

17G121102

石内ペノン

商業施設

株式会社CAPD（広島県）

設計：株式会社CAPD 門内 一
生、小原 弘和、常信 大、増井 和
哉／構造：Q & Architecture／外
構：和想デザイン／プロモーション：
ハイフンデザインワークス

17G121103

日本旅館

星のや東京

株式会社三菱地所設計（東京都） 株式会社三菱地所設計 清水聡、
＋東 環境・建築研究所（東京都） 石田雅大、宿利隆＋東 環境・建築
研究所 東利恵

17G121104

Baguni Hostel

Baguni Hostel

Baguni Hostel（Korea）

Noh Kyung Rok, Park Jung Hyun,
Lee Sang Muk, Nam Mi Kyeong,
Z_Lab, LeeU Architects Co.,
Gladworks, Row Design, Kaare
Klint Furniture, rareraw.

17G121105

ホテル

ホテルカンラ京都

UDS株式会社（東京都）

UDS株式会社 中原典人、小林綾
子、友口理央、湯川ちひろ

17G121106

ホテル アンテルーム 京
都

ホテル アンテルーム 京
都

UDS株式会社（東京都）

UDS株式会社 COMPATH 中原
典人、杤尾直也、小山美佐樹

17G121107

HIIHUB

HIIHUB CO,. LTD.

hiiarchitects co.,ltd.（Taiwan）

Hu Jin-Yuan, Huang Kao-Chuang,
Lai Ping-Chuan, Wei Chia- Heng,
Wu Po-Kuan, hiiarchitects co.,ltd.
+ HIIHUB CO,.LTD. + Lee Ming,
Block Studio, CIS design

17G121108

Light Hotel

Gold-inn Hotel

17G121115

HAD INTERIOR DESIGN CO.,LTD
（Taiwan）
ライブホール(スタンディン ゼップ 大阪 ベイサイド 株式会社Zeppホールネットワーク
グ主体）
（東京都）＋鹿島建設株式会社（東
京都）
Cinema
WUHAN INSUN
One Plus Partnership Limited
INTERNATIONAL
（Hong Kong）
CINEPLEX
街とつながる"場"として also Soup Stock Tokyo 株式会社スマイルズ（東京都）
の飲食店
飲食店
からすや食堂
からすや食堂（福島県）＋株式会
社栗田祥弘建築都市研究所（東京
都）
農家食堂
むらかみ食堂
伊藤瑞貴建築設計事務所（福井
県）
和カフェ
豆皿茶屋
コンシャス（東京都）

17G121116

VVG PLAY PLAY

VVG

VVG INC.（Taiwan）

Grace Wang is a curator of "Cook
Cool" in 2012, "TTTO" in 2014
and "Taiwan Design Expo" in
2015. Grace spread the living
proposal enthusiastically not only
in Taiwan but also all over the
world.

17G121117

Cafe, Restaurant

T. CAFE

LAAB（Hong Kong）

Zion Chan, Kenneth Cheung,
Carolyn Tam, Tat Lau, Happy Yam,
Phoebe Ng, Catherine Cheng,
Tyrus Lui, Anson Ma, Hon Chan,
CK Wong, Kelvin Lam (LAAB), with
Milkxhake, Stylo Vision, and CKK

17G121118

Hotpot restaurant

HaiDiLao Hotpot
restaurant
木造コンビニエンスストア ローソン ビナガーデンズ
店

Vermilion Zhou Design Group
（China）
三井住友建設株式会社（東京都）
＋住友林業株式会社（東京都）

Stephanie Hung., Mavis Huang,
Boyuan Ling
住友林業株式会社 木化営業部
エグゼクティブマネージャー 不破
隆浩

工房兼店舗

ANAウィングフェローズ・ヴイ王子 ボヘミアンデザイン 神矢正次
株式会社（東京都）＋ボヘミアンデ
ザイン（東京都）

17G121109
17G121110
17G121111
17G121113
17G121114

17G121119

17G121120

ANA青島ファクトリー

Chiung-Ho Su
鹿島建設株式会社 関西支店一級
建築士事務所 塚田豊男
Ajax Law & Virginia Lung
永山祐子建築設計
栗田祥弘
伊藤瑞貴建築設計事務所 代表
伊藤 瑞貴
「豆皿茶屋内装デザイン」コンシャ
ス 江原まゆみ、伊藤ゆりか＋「施
設建築設計」株式会社五井建築研
究所 代表取締役 西川英治

17G121121

商業＋住宅

New York Corner 161

株式会社キー・オペレーション（東
京都）＋合同会社一鶴プランニン
グ（東京都）

小山光＋キーオペレーション／一
級建築士事務所

17G121122

flagship store

Feliix

DESIGN APARTMENT（Taiwan）

17G121123

店舗内装設計

大きな社長室

株式会社ロジック（熊本県）

Chung-han, Tang, Yung-chieh,
Tseng
株式会社ロジック デザインチーム

17G121124

Cafe, art installation

JC Architecture（Taiwan）

17G121125

オフィス

Happier Lab/Paper
Space
UNIQLO CITY TOKYO

17G121126

事務所

竹中工務店 福山営業所 株式会社竹中工務店（広島県）

17G121127

狭小敷地での超ミニマム サンヨーフーズ茅場町本 清水建設株式会社（東京都）
オフィスビル
社ビル

清水建設株式会社 設計本部 清
水俊尚、元木智也、佐々木聡、瀧
上柾、菅裕之

17G121128

音響スタジオ

グロービジョン 九段スタ
ジオ

グロービジョン株式会社（東京都）
＋株式会社大林組一級建築士事
務所（東京都）＋株式会社アトリ
エ・ジーアンドビー（東京都）

株式会社大林組一級建築士事務
所 本郷雅紀＋株式会社アトリエ・
ジーアンドビー 関整一、吉岡あず
さ

17G121129

研究施設

大光電機株式会社技術
研究所

株式会社大林組（大阪府）

株式会社大林組 建築事業部設計
部 西森史裕＋大光電機株式会社
TACT大阪デザイン課 安東克幸、
川中祐介

17G121130

研究所

17G121131

OREC green lab 長野

清水建設技術研究所 先 清水建設株式会社（東京都）
端地震防災研究棟
OREC green lab 長野
株式会社オーレック（福岡県）

清水建設株式会社 設計本部 大
橋一智
木下昌大

17G121132

建築物

隈研吾建築都市設計事務所

17G121133

自動車部品工場

小松精練 ファブリック・ラ
ボラトリー [ fa-bo (ファー
ボ) ]
Daiwa Kasei (Thailand)
Co., Ltd. Prachinburi
Factory

17G121134

自動車用内外装部品製
造工場

九州小島株式会社磯光
工場

九州小島株式会社（福岡県）＋新 新日鉄住金エンジニアリング株式
日鉄住金エンジニアリング株式会 会社 平井理基、瀬尾勝則、大塚
社（東京都）
崇之、酒井快典、葛生貴博、本間
進太郎、道場友紀、戸塚太

17G121135

実験研究室のリノベー
ション

ラボラトリーHi2

株式会社建築築事務所（東京都） 株式会社建築築事務所 望月公
＋東京大学大学院理学系研究科 紀、市川竜吾
物理有機化学磯部研究室（東京
都）

17G121136

創業者記念館

立石一真 創業記念館

株式会社電通ライブ（東京都）

株式会社電通ライブ スペース＆
ビジュアルデザインルーム 松本
陽一、西澤嘉一／株式会社UDA
山口勝之、加茂洋

17G131137

化粧品

ホワイティシモ

株式会社ポーラ（東京都）

神山 カリン舞／重田 くるみ

17G131138

化粧品

17G131139

Skin care(Bottle design)

17G131140
17G131141

スキンケア商品
Hand-made soaps

17G131142

オーラルケアプロダクト

リサージ スキンメインテ 株式会社カネボウ化粧品（東京都） 株式会社サムライ 佐藤可士和、
ナイザー
石川耕
Skin care(Bottle design) INNO Instrument Inc.（Korea）
Yangri ZHAO + Jian XU+Qingyun
YUAN.
uruoi
デンカ株式会社（東京都）
グルーヴィジョンズ
LOVE & BLIND
SPARKLY IDENTITY DESIGN
Chun-Chieh Chang, Shang-Cheng
（Taiwan）
Yang
オーラルピース
株式会社トライフ（神奈川県）
STUDIO 峯崎ノリテル

17G131143

漢方の販売スタイル／デ タイケイドウヤクホ
ザイン＜健康食品＞

株式会社大慶堂（埼玉県）＋
Mostdesign Inc. | 株式会社モスト
デザイン（東京都）＋関根桐材店
（埼玉県）

17G131144

殺虫剤

ゴキファイタープロ

フマキラー株式会社（東京都）＋株 株式会社ハル・アド＋クラウドデザ
式会社ハル・アド（東京都）
イン

17G131145

殺虫剤

ハチ・アブバズーカジェッ フマキラー株式会社（東京都）＋株 株式会社ハル・アド＋クラウドデザ
ト
式会社ハル・アド（東京都）
イン

株式会社ファーストリテイリング（山 アライド・ワークス・アーキテク
口県）
チャー 代表 ブラッド・クロエフィル

小松精練株式会社（石川県）

株式会社竹中工務店 設計部 柿
本忠則、高橋賢

大和化成工業株式会社（愛知県） 株式会社エムアーキ 代表取締役
＋株式会社エムアーキ（埼玉県）＋ 宮原亮＋株式会社竹中工務店 西
株式会社竹中工務店（東京都）
岡浩是、尾上聰＋タイ竹中インター
ナショナル 斉藤拓海

Mostdesign Inc. 荻野親之

17G131147

桃

シェアフルーツ

有限会社伊達水蜜園（福島県）

河野愛＋工藤陽介

17G131148
17G131149

飛騨おっぱらコーン
海苔

ひさむら農園（岐阜県）
永井弘人（アトオシ）（東京都）

小島 梢
永井弘人（アトオシ）

17G131150

鰹だし商品ブランド

株式会社マルハチ村松（静岡県）

アートディレクター 相澤千晶

17G131151

梅干し

とうもろこしのパッケージ
讃岐高松 ちはま 味のり・
焼のり
やいづ善八 やきつべの
だし
備え梅

17G131152

mogcook

17G131153

お魚離乳食材定期配送
サービス
きしめん

17G131154

パスタ

17G131155

介護食

完全栄養パスタ BASE
ベースフード株式会社（東京都）
CBUF 加二谷宗真
PASTA 145g
ハレの日のやわらか京料 株式会社辰馬コーポレーション（京 株式会社辰馬コーポレーション 代
理
都府）
表取締役 辰馬雅子

17G131156

非常食および非常用具

もしものおまもり

NPO法人ちょうしがよくなるくらぶ
（千葉県）

遠藤美穂、山本竜也、柏木美月
東京造形大学 造形学部 グラ
フィックデザイン学科 永井裕明ゼ
ミ

17G131157

オーガニック日本茶・抹
茶パウダー
mullet roe (karasumi)
specialty
JELLY Package

Nodoka

Nodoka（東京都）

Charles Deluvio

まっしろDECO

株式会社ENJIN（東京都）

株式会社ENJIN 川田拓人

17G131161

ケーキ／クリスマスケー
キ
チョコレート

将棋デショコラ

一心堂本舗 株式会社（東京都）

Frame 石川竜太

17G131162

チョコレートブランド

株式会社Bace（東京都）

株式会社ブラック・バス 代表取締
役 佐伯宗俊

17G131163

和菓子

Minimal -Bean to Bar
Chocolate-（ミニマル）
PONTE シリーズ

17G131164

日本酒

三好

OUWN株式会社（東京都）

石黒 篤史 OUWN inc.

17G131165

日本酒

二代目 二才の醸

宝山酒造株式会社（新潟県）

梨本早紀

17G131166

清涼飲料水

「カルピスウォーター」 ホ アサヒ飲料株式会社（東京都）
ワイトボトル

株式会社デザインフィーチャー 白
井 伸之、垣本 幸治＋株式会社ブ
ラビス・インターナショナル 渡辺
禎人、岩濱 周平＋アサヒ飲料株式
会社 研究開発本部 技術研究所
石川 将人、伊藤 悠太

17G131167

清涼飲料水

アサヒ飲料株式会社（東京都）

アサヒ飲料株式会社 研究開発本
部 技術研究所 本多隆一

17G131168

飲料パッケージ

全包装資材に植物由来
原料を使用した「三ツ矢
サイダー」
キリン 生茶

キリンビバレッジ株式会社（東京
都）

17G131169

飲料パッケージ

キリン 生茶デカフェ

キリンビバレッジ株式会社（東京
都）

17G131170

Powder Enzyme

JIAN ZI LE

KUMU DESIGN BRAND /
Shenzhen Green Song Design
consultantCo.Ltd.（China）

石岡怜子デザインオフィス 石岡
怜子＋株式会社ドラフト 福澤 卓
馬
石岡怜子デザインオフィス 石岡
怜子＋株式会社ドラフト 福澤 卓
馬
KUMU Tong yanan, Yu Guang

17G131171
17G131172

革を「素材」×「仕上げ」
で選べる仕組み
ブランディング

100 BASIC / 100 BASIC 株式会社山陽（兵庫県）
BOOK
伊勢 ゑびや
株式会社6D‐K（東京都）

17G131173

企業ブランディング

17G131174

広告

「ちょうどこの高さ」

ヤフー株式会社（東京都）

17G131175

グラス

DNA GLASS

サントリーホールディングス株式会 株式会社マウント AD: イム ジョン
社（東京都）＋株式会社電通（東京 ホ、TD: 梅津 岳城、De: 長谷川 弘
都）
佳、吉田 結、PM: 吉田 耕＋小宮
山洋デザイン事務所 Product
Designer: 小宮山 洋

17G131176

Brand

SECRETEA

ANGLE visual integration（Taiwan） CHOU YU-WEI

17G131158
17G131159
17G131160

手延べきしめん

株式会社バンブーカット（東京都）

株式会社キタダデザイン 北田進
吾、青木小夜子
株式会社ディーグリーン（三重県） 株式会社ディーグリーン
ピースグラフィックス（愛知県）＋有 ピースグラフィックス 平井秀和、
限会社たつみ麺店（愛知県）
瀬川真矢

Tzukuan One Bite Mullet Bosin design（Taiwan）
Wu Chun Chung, Feng Hsuan Jung
Roe Gift box
ROOBO
Intelligent Steward Co.,Ltd（China） Feizi Ye, Yong Zheng, Jiang Hu

株式会社長門屋本店（福島県）

宮内賢治、塩田和也、柳澤友己、
川見航太
株式会社6D‐K 木住野彰悟、榊美
帆
湖池屋リブランディング・ 株式会社湖池屋（東京都）＋株式 株式会社電通＋株式会社ジェ・
企業ロゴ
会社電通（東京都）
シー・スパーク
株式会社博報堂 柿﨑 裕生、井手
康喬、内田 翔子

17G131177

BeanQ VI

ROOBO

17G131178

PRORIL PUMPS

17G131179

Corporate Identity and
Branding
動画コンテンツ

Intelligent Steward Co.,Ltd（China） Feizi Ye, Tingting Xue, Shengwen
Long
Process Brand Evolution（Taiwan） Xinhong Yeh

HITOTOKI CLOCK

株式会社キングジム（東京都）

株式会社電通 坂川南、岩穴真依
＋Drill 村木みちる、藤曲旦子＋
STRIPES 遠藤耕太、松丸康之、
成田将史、久保田太啓＋CEKAI
窪田慎、三上太朗＋VZDN 古川
元一、白倉美希＋LOPS 長尾実
由紀

17G131180

PR映像

Be The HERO

東京都（東京都）

株式会社オレンジ・アンド・パート
ナーズ 林潤一郎＋KICKS 片平
長義＋株式会社キッチンシンク 小
林洋介

17G131181

VRモーションライド

8K:VRライド

株式会社NHKエンタープライズ（東
京都）＋株式会社NHKメディアテク
ノロジー（東京都）＋株式会社レコ
チョク（東京都）＋WONDER VISION
TECHNO LABORATORY 株式会
社（東京都）

NHKエンタープライズ＋NHKメディ
アテクノロジー＋レコチョク・ラボ＋
WONDER VISION TECHNO
LABORATORY

17G131182

ウェブサイト

過去の教訓を未来につな ヤフー株式会社（東京都）
ぐ 災害カレンダー

ヤフー株式会社 小野 高志、梶谷
匡佑、清水 勇貴

17G131183

ウェブサイト

日本航空株式会社コーポ 株式会社フォーデジットデザイン
レートサイト
（東京都）

竹田 和幸、石川 奈津美、関口 京
子、小杉 敏輝

17G131184

アニメーション

当代 熈代勝覧

株式会社電通（東京都）＋有限会 グルーヴィジョンズ
社ジー・アール・ヴイ（東京都）

17G131185

デジタルクライミング

WONDERWALL

株式会社アクアリング（愛知県）

17G131186

プラネタリウム

コニカミノルタプラネタリウ コニカミノルタ株式会社（東京都）
ム“満天” in Sunshine
City

17G131187

体験型インスタレーション ハナノナ
及びウェブサイト

17G131189

プレゼンテーション

日立の人工知能「Hitachi 株式会社電通ライブ（東京都）
AI Technology/H」のプレ
ゼンテーション

17G131190

Concept store

Gonna

17G131191

活動

さんち 〜工芸と探訪〜

17G131192

観光イベント

17G131193
17G131194

17G131195

学校法人千葉工業大学（千葉県） 株式会社Surface&Architecture
＋株式会社Surface&Architecture 岩田壮史、牧野智哉
（東京都）＋久納鏡子（東京都）＋
赤川智洋（東京都）＋タノシム株式
会社（東京都）＋株式会社東京ス
タデオ（東京都）＋株式会社mokha
（東京都）

TOP OF THE RIDGE

株式会社電通ライブ 西牟田 悠、
鈴木 綾香＋株式会社TASKO 木
村 匡孝＋有限会社SUI 斉藤 貴
教

Cizoo&Co.（Taiwan）

Wan-Yu Liu, Hsin-Yi Pan, Shi-Wen
Huang
株式会社中川政七商店（東京都） 株式会社グッドパッチ 三宅太門、
丸怜里、Elaine Westra、鬼灯惺史、
村井泰人

天空の楽園 日本一の星 スタービレッジ阿智誘客促進協議
空ナイトツアー
会（長野県）
ごミュ印帖で広がる文化 ごミュ印帖
金沢市（石川県）＋株式会社
の発信プロジェクト
Hotchkiss（東京都）
演能
ダリ能
株式会社電通（東京都）＋株式会
社電通ライブ（東京都）

UP TO 3742

株式会社アクアリング 佐藤 直
樹、中川 裕基、可児 亘、影近 政
通
コニカミノルタ株式会社 ヒューマン
エクスペリエンスデザインセンター
大江原容子、西世古旬

株式会社Hotchkiss 久松陽一、尾
﨑友則
【演能】銕仙会 清水寛二【能面造
形デザイン】びわゆみこ【能面製
造】大槇精機 安永雅史、萱山邦
彦、大町俊介【演出映像】ライゾマ
ティクス 石井達哉

InFormat Design Curating（Taiwan） Yao-Pang Wang, Ying-Ying Weng,
Che-Wei Chang, Jue-Ning Chen,
Jui-Ling Chen, Li-Ching Liu, Hao
Zhuang, Shi-Ching Yang, Tzu-Lin
Liu, Doris Hu

17G131196

音楽を味覚化する装置

SQUEEZE MUSIC

株式会社乃村工藝社 NOMLAB
（東京都）＋Ginger Design Studio
（東京都）＋monopo（東京都）

17G131197

音楽レーベル

INDUSTRIAL JP

株式会社由紀精密（神奈川県）＋ 下浜臨太郎＋DELTRO 坂本政
株式会社電通（東京都）＋株式会 則、村山健
社電通クリエーティブX（東京都）＋
DELTRO INC.（東京都）

17G131198

新素材による協業システ 冬単衣プロジェクト
ム

17G131199

書籍、カード

その方らしさに寄りそった 株式会社ベネッセスタイルケア（東 株式会社ベネッセスタイルケア 開
環境づくりの手掛かり
京都）
発基盤本部 米須正明／スペース
Benesse Method 01
デザイン部 加藤イオ

17G131200

本・雑誌

17G131201

筑紫書体シリーズ

車イス・足腰が不安な方 株式会社リクルートライフスタイル Better Days 大久保裕文
の じゃらんバリアフリー （東京都）
旅
筑紫書体シリーズ
フォントワークス株式会社（福岡
フォントワークス株式会社 企画推
県）
進部 書体デザインディレクター
藤田重信

17G131202

character design

REEJI Shanghai Face
Type

Shanghai Ruixian Creative Design
Co.,Ltd.（China）

REEJI STUDIO

17G131203

O'right

Our Green Report on Corporate
Social Responsibility（Taiwan）

Lai ming yu

17G131204

Our Green Report on
Corporate Social
Responsiblity
地元ごはんプロジェクト

新聞

株式会社京都新聞COM（東京都） 小島梢

17G131205

新聞特別刷り

Economic Monday

デーリー東北新聞社（青森県）＋株 宇井百合子、デーリー東北新聞社
式会社Hotchkiss（東京都）

17G141206

誰もが関心事のニュース ニューススイート
を自動で入手できる

17G141207

ニュースアプリケーション 日本経済新聞 電子版ア 株式会社日本経済新聞社（東京
プリ / 日本経済新聞 紙 都）
面ビューアーアプリ
ニュースコンテンツ
日経ビジュアルデータ
株式会社日本経済新聞社（東京
都）
モバイルアプリ
みんなのシール
有限会社コスモメディアサービス
（埼玉県）
スマートフォンアプリケー otototone(オトトトン）
株式会社ステッチ（東京都）＋株式
ション
会社ピース（東京都）

17G141208
17G141209
17G141210

Ginger Design Studio 星野泰漢、
横尾俊輔、暮橋昌宏

シャープ株式会社（大阪府）＋石井 エレファントデザイン株式会社 枡
酒造株式会社（埼玉県）＋株式会 本洋典＋株式会社アローグラフ
社マクアケ（東京都）
坂本学＋株式会社マクアケ 佐藤
啓

ソニーネットワークコミュニケーショ ソニー株式会社クリエイティブセン
ンズ株式会社（東京都）
ター
河本 浩、永山 寛樹、猪飼 大志
安田翔平、佐藤建、清水正行、久
能弘嗣
長谷川晋平、後関智康、和泉諒

17G141211

アプリケーション

グリコード

江崎グリコ株式会社（大阪府）＋株 株式会社ココノヱ 宗佳広＋株式
式会社電通（東京都）＋株式会社 会社電通 CDC 相楽賢太郎
電通テック（東京都）＋Google ZOO
（東京都）＋株式会社BIRDMAN
（東京都）＋株式会社ココノヱ（岡
山県）＋株式会社ロボット（東京
都）＋株式会社ワンダラス（東京
都）

17G141212

スマートフォンアプリ

ゆびつむぎ

株式会社エクストーン（東京都）

17G141213

じぶん銀行アプリ

じぶん銀行スマートフォン 株式会社じぶん銀行（東京都）
アプリ

17G141214

WEBアプリケーション

17G141215
17G141216
17G141217
17G141218

ポケットセラピスト -カラ
ダとココロの痛みの健康
相談サービス
スマートフォンアプリケー FUJITSU ヘルスケアソ
ション
リューション HOPE
LifeMark-コンシェルジュ
スマートフォン向けアプリ 頭痛ーる
スマートフォンアプリケー みえる電話
ション
スマートフォンアプリ

amehare〈アメハレ〉

株式会社バックテック（京都府）

株式会社エクストーン 加藤菜月、
原崇
株式会社スピードグラフィックス ス
ズキスムース、佐怒賀万里子＋
5&UP Inc. 岡村浩志
YURI 平田昌大、平田綾子、金丸
隆之

富士通デザイン株式会社（神奈川 富士通デザイン株式会社 金子一
県）
英、 木内美菜子
株式会社ポッケ（東京都）
株式会社NTTドコモ（東京都）

安中 朋哉
株式会社NTTドコモ サービスデザ
イン部 森田潤介

株式会社ディスカバリー（神奈川
県）

株式会社ディスカバリー 黒野 剛

17G141219

タブレット・スマートフォン しゃべり描きUI（ユーザー 三菱電機株式会社（東京都）
向けアプリ
インターフェース）

三菱電機株式会社 デザイン研究
所 平井 正人、松原 勉、鶴 直樹、
山口 貴弘、引間 孝典、山内 貴
司、梅木 嘉道、今石 晶子

17G141220

母子健康手帳アプリ

母子健康手帳アプリ

NPO法人ひまわりの会（東京都）＋
株式会社NTTドコモ（東京都）＋株
式会社博報堂DYメディアパート
ナーズ（東京都）

博報堂アイスタジオ 二口航平＋
A.C.O ボウスキル ジェイムズ、川
北奈津、吉岡利紘、小山敬介、満
尾有亮

17G141221

保育施設向けアプリ

キッズダイアリー

17G141222

BeanQ OS

ROOBO

17G141223

サイエンス教育ツール

ゲノムエクスプローラー

17G141224

まなびのマーケット

ストアカ

キッズダイアリー株式会社（東京 スタンリー ン イエンハオ
都）
Intelligent Steward Co.,Ltd（China） FeIzi Ye, Tingting Xue, Jian Sun,
Xue Mei, Fan Li
AWAKENS, Inc.（東京都）
3onkey Design、グラフィックデザイ
ナー、池村周子
ストリートアカデミー株式会社（東 ストリートアカデミー株式会社 リー
京都）
ドデザイナー リー・コーリー

17G141225

キッズリー保育者ケア

キッズリー保育者ケア

株式会社リクルートマーケティング ワヴデザイン株式会社、ガリレオス
パートナーズ（東京都）
コープ株式会社

17G141226

レビューツール

Brushup

株式会社Brushup（大阪府）

長野真行

17G141227

マーケティングツール

KOBIT

志水 一美

17G141228

インターネットサービス

Collet

株式会社クリエイターズネクスト
（東京都）
Crevo株式会社（東京都）

17G141229

webサービス

AI Travel

株式会社AIトラベル（東京都）

17G141230

路線図Webサービス

駅すぱあと路線図

株式会社ヴァル研究所（東京都）

17G141231

WEBサービス

おまかせ賃貸

アットホーム株式会社（東京都）

17G141232

webサイト

17G141233
17G141234
17G141235
17G141236

17G141237
17G141238
17G141239

オーダーメイド自転車 簡 株式会社コッチ（神奈川県）
単製作購入webサイト
家族向け見守りスマート トーンファミリー
トーンモバイル株式会社（東京都）
フォンサービス
スマート見守りサービス みんなで、みまもる。これ 株式会社otta（福岡県）
からの見守りサービス。
otta
zhongxun.life
zhongxun.life
zhongxun.life（China）
Webサービス
カタロクー
株式会社モンキーブレッド（東京
都）

Crevo株式会社 高橋アレクサン
ダー、関根慧
株式会社AIトラベル CEO&UXD
藤原由翼
今尾恵介＋株式会社東京地図研
究社
株式会社ソフィアソリューションズ
荻野潤
渡邊啓太
トーンモバイル株式会社 プロダク
トデザインチーム
株式会社otta 山本文和＋株式会
社TANT 原田元輝
Guo Hang, Lu Haiyun
株式会社マウントポジション 西岡
祐弥、佐々木 一、濱田 章吾、三石
浩久／今北 舞／大谷 朝美／ 川
村唯

北海道のお土産サービス 旬を届ける。TABEGORO 株式会社インプロバイド（北海道） 石塚 雄一郎
（タベゴロー）
両親が喜ぶカレンダーの レター
ROLLCAKE株式会社（東京都）
ROLLCAKE株式会社 伊野亘輝
便り
ロボアドバイザー
THEO [ テオ ]
株式会社お金のデザイン（東京都） 株式会社お金のデザイン UI/UX
デザイナー 山下 あか理

17G141240

アプリケーションソフトウェ Auto MeasureEyes
ア

株式会社ニコン（東京都）

株式会社ニコン 映像事業部 デ
ザイン部 有馬由桂

17G141241

音楽教育法

ボーカロイド教育版と関
連教材を用いた新しい
「創作／歌づくり」

ヤマハ株式会社（静岡県）

ヤマハ株式会社 研究開発統括部
新規事業開発部 SES事業推進グ
ループ 塩谷友佳子

17G141242

プログラミング玩具

17G141243

トイ・プラットフォーム

プリモトイズ キュベット プ プリモトイズ日本販売総代理店
レイセット
キャンドルウィック株式会社（東京
都）
toio
ソニー株式会社（東京都）

17G141244
17G141245

廃材を商品にして販売す リメンバープロジェクト
ぴあ株式会社（東京都）
るチャリティ企画
マンション共用部のライブ 住民と成長するライブラ 野村不動産株式会社（東京都）
ラリー
リーシステム - プラウド
シティ大田六郷

17G141246

人流分析装置

人流可視化ソリューション 株式会社日立製作所（東京都）

株式会社 日立製作所 研究開発
グループ 飯田都、松原大輔、峯
元長、土肥真梨子

17G141247

学生服オーダーメイド生

オートファクトリーシステ

光和衣料株式会社 生産部品質担

光和衣料株式会社（埼玉県）

マテオ・ログリオ
ソニー株式会社 クリエイティブセ
ンター 森澤 有人（プロダクトデザイ
ン）、金田 紗季（コミュニケーション
デザイン）、永原 潤一（UI&サウンド
デザイン）
ドリルデザインほか
ブックオフコーポレーション株式会
社 青山ブックセンター 須藤夕
香、米山淳一

17G141248

リユー ファンディング

ヤフー株式会社（東京都）

17G141249

リユース活用型クラウド
ファンディング
医療保険

あるく保険

東京海上日動あんしん生命保険株
式会社（東京都）

17G141250

まちづくり制度

ベビーボックスプロジェク 特定非営利活動法人aLku（山形
ト
県）

17G141251

行政施策へのデザイン視 さがデザイン
点導入の取組

佐賀県（佐賀県）

株式会社オープン・エー 馬場正尊
＋株式会社ワークヴィジョンズ 西
村浩＋株式会社電通 倉成英俊＋
テツシンデザインオフィス 先崎哲
進

17G141252

Smartphone

LG G6 GUI

LG Electronics, Inc.（Korea）

Jisoon Park, Hana Jeong,
Younghoon Kim, Eunbin Kim

17G141253

Smart phone

LG G6 Camera GUI

LG Electronics, Inc.（Korea）

Hana Jeong, Juhee Chang

17G141254

Smart phone GUI

LG V34(Isai Beat) GUI

LG Electronics, Inc.（Korea）

Taeryung Rhee

17G141255

Smartphone

Galaxy S8, S8+ Bixby

Samsung Electronics Co.,Ltd.
（Korea）

Hanjun Ku Principle Designer,
Yusic Kim Senior Designer UX
Design Group 3/ JungHwa Shim
Senior Designer UX Design Group
1 /Nari Choi Senior Designer,
Jaeho Ko Designer UX Design
Group 2

17G141256

APP interface of Mi
MIJIA
Water Purifier (Under
Counter)
APP interface of MI LED MIJIA
Desk Lamp
ベビーシッターシェアリン キッズライン
グ

Xiaomi Inc.（China）

Xie Yan

Xiaomi Inc.（China）

Xie Yan

株式会社キッズライン（東京都）

株式会社キッズライン グラフィック
デザイン 成田奈穂／UI/UXデザ
イン 福澤剛

17G151259

働き方改革を促進する場 場のダイバーシティ
の力

富士通株式会社（神奈川県）＋コク コクヨ株式会社 スペースソリュー
ヨ株式会社（大阪府）
ション事業部クリエイティブデザイ
ン部 三田明仁

17G151260

障がい者雇用制度

ショートタイムワーク制度 ソフトバンク株式会社（東京都）

17G151261

無人受付システム

モアレセプション

17G151262

多拠点型シェアオフィスに ワークスタイリングプロ
よる働き方変革
ジェクト

17G151263

創立100周年記念事業プ NSK創立100周年記念事 日本精工株式会社（東京都）＋ス 菊地敦己（アートディレクション）、
ロジェクト
業プロジェクト SENSE OF パイラル／株式会社ワコールアー シアタープロダクツ（制服）、井手茂
MOTION
トセンター（東京都）
太＋蓮沼執太（体操）、柴幸男（工
場案内劇）、中山晴奈（社食）、エマ
ニュエル・ムホー（会場構成）、ライ
ゾマティクスリサーチ他

17G151264

社内事業化制度

17G151265

ご案内業務支援サービス 車いすご利用のお客さま 西武鉄道株式会社（埼玉県）＋株 株式会社日立製作所 吉本尚義、
ご案内業務支援システム 式会社日立製作所（東京都）
福丸諒、吉治季恵＋株式会社日立
ケーイーシステムズ 江田信敏＋
株式会社日立システムズ 益居宏

17G151266

複合機用アプリケーショ
ン

Accessibility App

株式会社リコー（東京都）

17G151267

ユニバーサルレイアウト

ユニバーサル外来

社会医療法人財団董仙会 恵寿総
合病院（石川県）

17G141257
17G151258

METEO

ヤフー株式会社 萱畑洋平、泉さく
ら

東京藝術大学大学院美術研究科
デザイン専攻 海老根佳世

富士ソフト株式会社（神奈川県）

添田良輔、佐藤摩耶

三井不動産株式会社（東京都）

株式会社日建設計 NIKKEN
ACTIVITY DESIGN lab 後藤崇夫、
宮澤圭吾、梅中美緒＋三井デザイ
ンテック 三浦圭太、児玉あゆみ、
横川順子

株式会社リクルートコミュニケー
ションズ（東京都）

株式会社NORTH 石見俊太郎＋
GOB Incubation Partners株式会社
滝本悠

Ricoh Europe PLC, European
Design Department, Bob Spikman
＋株式会社リコー 知的財産本部
総合デザインセンター 福丸幸子

17G151268

にんじん

17G151269

温室内環境モニタリング プランテクト
サービス

ボッシュ株式会社（東京都）

（ハードウエア）TEAMS DESIGN
Vincent Hasenmayer、Kay Zass＋
（アプリUI）読売広告社 内田 光紀
＋FOURDIGIT DESIGN Inc. 矢部
一樹、渡部 聡

17G151270

圃場環境モニタリング
サービス
移動スーパーとくし丸

みどりクラウド

株式会社セラク（東京都）

五十嵐 哲平

移動スーパーとくし丸

株式会社とくし丸（徳島県）

藤本 孝明

プラネット・テーブル株式会社（東
京都）
株式会社フジコー（静岡県）

プラネット・テーブル株式会社 菊
池紳、徳平幹子

17G151273

生産者支援プラットフォー SEND（センド）
ム
観光施設
三島スカイウォーク

17G151274

町家宿泊

庵の「京町家ステイ」

株式会庵町家ステイ（京都府）

17G151275

プロトタイピングツール
キット
オンライン完結型融資
サービス
投資信託

HOTMOCK

17G151279

理想的な住宅取引の仕
組み

住宅ファイル制度

17G151280

17G151281

17G151271
17G151272

17G151276
17G151277
17G151278

17G151282

17G151283

17G151284
17G151285

こいくれない

NKアグリ株式会社（和歌山県）

株式会社ホロンクリエイト（神奈川
県）
レンディ
株式会社クレジットエンジン（東京
都）
朝日ライフ SRI 社会貢 朝日ライフ アセットマネジメント 株
献ファンド（愛称:あすのは 式会社（東京都）
ね）
決済端末（クレジットカー Airペイ
株式会社リクルートライフスタイル
ド・電子マネー)
（東京都）＋株式会社リクルートペ
イメント（東京都）

株式会社ホロンクリエイト
向山 裕介
朝日ライフ アセットマネジメント 株
式会社

近畿不動産活性化協議会（大阪
府）

実行委員 難波啓佑、印南和行、
吉岡和潔、吉田哲也、掘上琢治、
三尾順一、橋本嘉夫、荻野重人、
八木場正寛、龍優、永松秀昭、安
田彰、目黒經敏、矢野裕章

住宅建設プロセスの共通 住宅×ICT
座標情報管理・検査

E-パイルネットワーク有限責任事
業組合（石川県）＋江間忠ウッド
ベース株式会社（愛知県）＋千代
田機電株式会社（石川県）

EPN LLP 事務局長 前川敦宏

地域産業の協働モデル

幸和ハウジング株式会社（静岡県） 開発プロジェクトチーム（伊藤直弥・
柴田久美子）
株式会社アキュラホーム（東京都） 株式会社アキュラホーム 建築推
進部 部長 加古一彦／建築推進
部 山田飛鳥

天竜材を使用した木製杭
による地盤改良工法
建築現場の作業工程の 必要な資材を必要な時に
効率化
／必要なサポート人材を
必要な現場に。在来木造
建築業界の未来を変える
建築作業工程。
地域工務店支援の取組 「住宅型情報発信拠点」
み
を活用した地域工務店支
援の取組み〜「テクノスト
ラクチャーの家」ハウジン
グショウルーム豊洲
工場建設トータルサービ 脱3K工場建設ファクトリア
スブランド

パナソニック株式会社（大阪府）

パナソニックESテクノストラクチャー
株式会社 早樋 努、多田貴好、加
藤正章

株式会社タカヤ（岩手県）

株式会社タカヤ ファクトリアチー
ム コーポレートプランニング室

地域拠点としての新たな イロハーブ
工務店のかたち
住宅用無背割れ檜材の JUJO檜
安定供給システム

株式会社ネストハウス 常務取締
役 石川 貴大
住宅情報館株式会社（神奈川県） 住宅情報館株式会社 営業企画本
部 商品企画部

17G151287

空気の価値化とマンショ
ンブランド構築戦略

住戸ごとにクリーン・快
適・省エネな室内空気環
境をシンプルな構造と機
器で提供する「新マンショ
ンエアロテック」技術によ
るマンションブランド戦略

株式会社メックecoライフ（東京都）
＋三菱地所レジデンス株式会社
（東京都）＋三菱地所ホーム株式
会社（東京都）

株式会社メックecoライフ 子安誠
＋三菱地所レジデンス株式会社
商品企画部 石川博明＋三菱地所
ホーム株式会社 商品開発部 村
上剛志＋株式会社バウ・フィジック
デザインラボ 二瓶士門

17G151288

集合住宅建築過程にお
ける取り組み

異業種間共同開発で実 三菱地所レジデンス株式会社（東
現した集合住宅向けPC 京都）＋木内建設株式会社（静岡
（プレキャスト・コンクリー 県）
ト）工法のシリーズ化

三菱地所レジデンス株式会社 商
品企画部 松本竜＋木内建設株式
会社 首都圏地区本部 設計室
副課長 江口理

17G151289

もっとあったらいいな住ま マンション内郵便ポスト
いのアイディア
人事向けクラウドサービ HRMOS（ハーモス）
ス

17G151286

17G151290

株式会社ネストハウス（山口県）

株式会社タカラレーベン（東京都） 株式会社タカラレーベン LEBEN
LABO事務局
株式会社ビズリーチ（東京都）
株式会社ビズリーチ ハーモス事
業部 LU CHIA LIN、庄鈞瓏、熊谷
慶人

17G151291

ネイルチップ

オープンネイル

株式会社東芝（東京都）＋東芝デ
ジタルソリューションズ 株式会社
（神奈川県）

17G151292

税務申告ソフト

申告freee

freee株式会社（東京都）

17G151293

経費精算サービス

Staple (ステイプル)

17G151294

HiVisual

歯科用患者様プレゼン
テーションソフト

株式会社ノーザ（東京都）

株式会社ノーザ 営業本部／営業
推進グループ 課長 田永 真悟

17G151295

センサ ネットワーク ユ
ニット

N-Smart シリーズ

オムロン株式会社（京都府）

オムロン株式会社 インダストリア
ルオートメーションビジネスカンパ
ニー デザイングループ 中野超

17G151296

工場最適化ソリューション Intelligent Dashboard

17G151297

産業用ディスプレイ イン
ターフェース
遠隔モニタリングシステ
ム

産業用タッチパネルディ 富士電機株式会社（東京都）
スプレイ インターフェース
LABOSPECT mobile
株式会社日立ハイテクノロジーズ
（東京都）

富士電機株式会社 社長室 デザ
イン部
株式会社日立製作所 研究開発グ
ループ 社会イノベーション協創セ
ンタ 牛尾 奈緒子

17G151299

クラウド型電子カルテ

HealtheeOneクラウド

株式会社HealtheeOne（福島県）

馬渡陽明、細田純平

17G151300

医療情報システム

MINCADI

株式会社A-Line（大阪府）

株式会社A-Line＋京都医療科学
大学 石垣陸太＋京都医療科学大
学 森正人

17G151301

3次元画像解析システム シナプス ヴィンセント

富士フイルム株式会社（東京都）

富士フイルム株式会社 デザイン
センター 加茂田玲奈

17G151302

画像診断用ワークステー シナプス
ション

富士フイルム株式会社（東京都）

富士フイルム株式会社 デザイン
センター 根之木靖世

17G151303

ケアサポートソリューショ ケアサポートソリューショ コニカミノルタ株式会社（東京都）
ン
ン

17G151304

ベッドサイドケア情報統合 スマートベッドシステム™
システム

パラマウントベッド株式会社（東京 パラマウントベッド株式会社 IBSソ
都）
リューション開発部

17G151305

すこやくトーク

すこやくトーク

株式会社リクルートホールディング 株式会社ニジボックス 栃尾行美
ス（東京都）
＋株式会社リクルートコミュニケー
ションズ 小林淳、渡邉洋治郎＋株
式会社たき工房 平野真弓、大原
葵

17G151306

POSシステム

ビオンリー

株式会社アライズ（東京都）

17G151307

Web分析サービス

AIアナリスト

株式会社WACUL（東京都）

17G151308

クラウドサービス（PaaS） FUJITSU Cloud Service
K5 シェアリングビジネス
基盤

17G151309

クラウド型エネルギー分
析ツール

17G151310

UDAP - Universal Data ANNAI株式会社（京都府）
Application Platform
（オープンデータポータル
構築パッケージ）
希望、ふくらむ トラムト 希望、ふくらむ トラムトレ えちぜん鉄道株式会社（福井県）
レイン
イン
侵入防止システム
シカ踏切
株式会社京三製作所（神奈川県）

17G151298

17G151311
17G151312

オープンデータポータル

株式会社東芝 デザインセンター
寺岡佳子

freee株式会社 デザイナー 春田
雅貴
クラウドキャスト株式会社（東京都） 星川高志、小池平理

富士通株式会社（神奈川県）＋富 富士通デザイン株式会社 湯浅基
士通デザイン株式会社（神奈川県） ＋有限会社カイデザイン 田中泉、
小川俊二、渡辺紀之、後藤裕介

コニカミノルタ株式会社 ヒューマン
エクスペリエンスザインセンター
大嶋孝典、明坂木肖、田中真季、
野村明子、内原賢一郎＋新田通子

株式会社WACUL UXデザイナ 三
重野俊平
富士通デザイン株式会社（神奈川 富士通株式会社 堀部貴之、栃折
県）
泰史、秦早穂子、野上賢二、藤野
佑＋富士通デザイン株式会社 青
島寛太、飯嶋亮平＋富士通アプリ
コ株式会社 竹内裕和

GODAクラウド／SatTool パナソニック株式会社（大阪府）＋ パナソニック株式会社エコソリュー
クラウド
高砂熱学工業株式会社（東京都） ションズ社 技術本部 イノベーショ
ンセンター 天野昌幸＋高砂熱学
工業株式会社 事業革新本部FM・
PM事業推進部カスタマーセンター
落合弘文
ANNAI株式会社 代表取締役 紀
野 惠／COO 太田垣 恭子／CTO
青山 義万／今 匡太郎
Good Morning 三田村敦、真田悦
子、清水万智
株式会社モハラテクニカ 根岸弘
行＋株式会社京三製作所 宮澤弘
孝

17G151313

津波監視用海洋レーダー レーダーによる津波監視 三菱電機株式会社（東京都）
支援技術

17G151314

防災システム

レスキューウェブマップ

株式会社匠技研（東京都）＋株式 株式会社匠技研 技術部 デザイ
会社レスキューナウ（東京都）
ン課 山口 康史

17G151315

人工衛星

CE-SAT-I

キヤノン電子株式会社（東京都）

17G151316
17G161317

Pineapple Paper
創造教育プログラム

Pineapple Paper
CREATIVE WORKSHOP
ちびっこうべ

Sunpineapple（Taiwan）
CHENG HUI LING
デザイン・クリエイティブセンター神 文平銀座 寄藤文平＋オカキン 岡
戸（兵庫県）＋神戸市（兵庫県）
本欣也、武井宏友＋サタケシュン
スケ＋デザインヒーロー 和田武大
＋二階堂薫＋mém 前田健治＋か
たちラボ 田中裕一

17G161318
17G161319

中高生向け教育プログラ Mono-Coto Innovation
ム
つばめいくプロジェクト
つばめいくプロジェクト

17G161320

キャリア教育プログラム

クエストエデュケーション 株式会社教育と探求社（東京都）

17G161321

旅するムサビプロジェクト 武蔵野美術大学（東京都）

17G161322

美術普及・振興プログラ
ム
人材育成プログラム

17G161323

マンガ作品の推薦リスト

これも学習マンガだ！〜 公益財団法人日本財団（東京都） レインボーバード合同会社 代表
世界発見プロジェクト〜
社員 山内康裕／プランナー 岩
崎由美／福田真紀子／鈴木史恵
＋グラフィックデザイナー 奥田奈
保子（ロゴ&グラフィック※一部展開
除く）

17G161324

絵本を通じた職業教育推 タツミのえほん部
進
スミセイアフタースクール スミセイアフタースクール
プロジェクト
プロジェクト

17G161325

グローバルな学び・成長
を実現する 社会課題解
決型宇宙人材育成プログ
ラム

三菱電機株式会社 通信機製作所
小柳 智之、磯野 泰三／情報技術
総合研究所 山田 哲太郎、亀田
洋志／先端技術総合研究所 石川
博章／デザイン研究所 関野 修佑

CE-SATプロジェクトチーム

株式会社Curio School（東京都）
燕市（新潟県）

慶應義塾大学大学院システムデザ
イン・マネジメント研究科（神奈川
県）＋東京大学空間情報科学研究
センター（東京都）＋東京海洋大学
海洋工学部（東京都）

株式会社タツミプランニング（神奈
川県）
住友生命保険相互会社（大阪府）
＋特定非営利活動法人放課後
NPOアフタースクール（東京都）

ツムジグラフィカ 代表 高橋 トオ
ル
株式会社教育と探求社 取締役
山田義博、アートを提供してくれた
８０名のクリエイターたち

慶應義塾大学大学院システムデザ
イン・マネジメント研究科 准教授
神武直彦／東京海洋大学 海洋工
学部 准教授 久保信明

タツミのえほん部
特定非営利活動法人 放課後NPO
アフタースクール 押塚岳大、住友
生命保険相互会社 ブランドコミュ
ニケーション部 須之内たか美

17G161326

人材育成プロジェクト

ローカル鉄道・地域づくり ひたちなか海浜鉄道株式会社（茨 株式会社インターテクスト 代表取
大学
城県）＋株式会社フラッグ（東京
締役 海野裕
都）＋株式会社インターテクスト（東
京都）

17G161327

小学校におけるコミュニ
ティデザインの取組

東松島市立宮野森小学
校

17G161328

パラスポーツデジタル体 車椅子型VRレーサー
株式会社ワン・トゥー・テン・ホール 株式会社ワン・トゥー・テンデザイン
験
「CYBER WHEEL」＜サイ ディングス（東京都）
CGデザイナー 白井慧、川村崇 、
バーウィル＞
清水雄大／ディレクター・モーショ
ンデザイナー 小林諒／デザイ
ナー 吉岡謙

17G161329

「人機一体」の新スポーツ 超人スポーツプロジェクト 超人スポーツ協会（東京都）
創造プロジェクト

17G161330

摂食嚥下機能に関する啓 くちビルディング選手権
発プログラム

公立大学法人宮城大学（宮城県） 風見正三、風見正三研究室（永山
克男、近藤卓、相田茉美、佐藤加
奈絵）、児玉治彦、山田智彦、長澤
悟、シーラカンスK&H（工藤和美、
堀場弘、菅野龍）、佐藤淳建築構
造事務所、盛総合設計 ほか

一般社団法人グッドネイバーズカ
ンパニー（大阪府）

安藤良一、折笠舞、各超人スポー
ツ協会認定超人スポーツクリエイ
ター陣（http://superhumansports.org/sports/）

17G161331

メンタルヘルスに関する
啓発イベント

17G161332

防災マニュアル

向き合うと、変わりはじめ 大塚製薬株式会社（東京都）＋凸 凸版印刷株式会社 ビジネスイノ
る写真展
版印刷株式会社（東京都）＋特定 ベーション推進本部第2部 保田卓
非営利活動法人シルバーリボン
也、先端表現技術開発本部次世代
ジャパン（神奈川県）
店頭開発部 大野森太郎

17G161333

外国人向け 地震 防災 文京学院大学（東京都）
倉嶋正彦、前島直紀
マニュアル
スラム発・ライフスタイル フィームー・クロントイ
シーカー・アジア財団（Thailand）＋ FUJI TATE P（フジタテペ）
ブランド
公益社団法人シャンティ国際ボラ
ンティア会（東京都）

17G161334

美術館

はじまりの美術館

社会福祉法人安積愛育園（福島
県）

はじまりの美術館 岡部兼芳、小
林竜也、大政愛、関根詩織＋有限
会社無有建築工房 玉井淳＋株式
会社studio-L 西上ありさ、出野紀
子＋ストアハウス 大和田雄樹＋
千葉真利＋恋水康俊＋寄り合いメ
ンバー＋他

17G161335

チョコレート

明治THE chocolate

株式会社明治（東京都）

株式会社明治 菓子商品開発部
チョコレートクリエイター 山下舞子

17G161336

銭湯メディアと銭湯コミュ 東京銭湯
ニティ
カフェ公民館
ブルーファームカフェ

株式会社東京銭湯（東京都）

日野祥太郎

17G161337

ブルーファーム株式会社（宮城県） 高橋雄一郎

17G161338

地場産木材と地場技術に すみた・木いくプロジェクト 住田町（岩手県）＋ナグモデザイン ナグモデザイン事務所 南雲勝志
よる地域づくり
事務所（東京都）＋すみた・木いく
プロジェクト（岩手県）

17G161339

マーケット

ゆりあげ港朝市

ゆりあげ港朝市協同組合（宮城県） 針生承一建築研究所 針生承一、
＋針生承一建築研究所（宮城県） 栁澤陽子＋セルコホーム株式会社
＋セルコホーム株式会社（宮城県） 杉浦洋一
＋閖上復興支援研究者チーム（宮
城県）

17G161340

リヤカーゴ プロジェクト

リヤカーゴ

特定非営利活動法人まちづくりプ
ロジェクトiD尾道（広島県）

17G161341

公園

南池袋公園

豊島区（東京都）＋南池袋公園を 株式会社ランドスケープ・プラス
よくする会（東京都）＋株式会社ラ 代表取締役 平賀達也、チーフデ
ンドスケープ・プラス（東京都）
ザイナー 小林亮太

17G161342

まちづくり

松之山温泉景観整備計
画

株式会社蘆田暢人建築設計事務
所（東京都）＋松之山温泉合同会
社まんま（新潟県）＋株式会社
4CYCLE（東京都）

株式会社蘆田暢人建築設計事務
所／株式会社ENERGY MEET 蘆
田暢人＋株式会社4CYCLE フジノ
ケン

17G161343

福祉施設

B`s・行善寺

株式会社五井建築設計研究所 代
表取締役 西川英治

17G161344

まちやど

シーナと一平

社会福祉法人佛子園（石川県）＋
株式会社五井建築研究所（石川
県）
株式会社シーナタウン（東京都）＋
株式会社ブルースタジオ（東京都）

17G161345

宅配ボックス実証実験

「宅配便の再配達がな
パナソニック株式会社（大阪府）＋ パナソニック株式会社 エコソ
い」まちをつくろうプロジェ 福井県あわら市（福井県）
リューションズ社 宣伝・広報部
クト
加藤裕希、神谷崇

17G161346

商店街

沼垂テラス商店街

17G161347

地域のよろず相談所（主 暮らしの保健室
に医療）

17G161348

未来の家電研究プロジェ 京都の職人集団「GO
パナソニック株式会社（大阪府）
クト
ON」とパナソニックデザイ
ンとの未来の家電研究プ
ロジェクト
工藝と庭を巡る人の輪づ 工房からの風
日本毛織株式会社（大阪府）
くり

17G161349

村上博郁

株式会社ブルースタジオ 大島芳
彦、平宅正人＋日神山内装 東京
セクション 日神山晃一

株式会社テラスオフィス（新潟県）

株式会社テラスオフィス 代表取締
役 田村寛／専務取締役 高岡は
つえ
NPO法人白十字在宅ボランティア NPO法人白十字在宅ボランティア
の会（東京都）
の会 理事長 秋山正子

17G161350

宿泊施設

ベッドアンドクラフト

株式会社山秀木材（富山県）

17G161351

シェア型複合ホテル

THE SHARE HOTELS
HATCHi 金沢

株式会社リビタ（東京都）

パナソニック株式会社 アプライア
ンス社 デザインセンター 泉雅
和、岡部健作、中川仁、中村実
日本毛織株式会社 ニッケ鎮守の
杜プロジェクト 稲垣早苗／宇佐美
智子
トモヤマカワデザイン 山川智嗣、
山川さつき
株式会社リビタ 小野司＋株式会
社プランニングファクトリー蔵 松田
正明＋omomma 大原大次郎＋有
限会社E.N.N. 小津誠一、吉川正
美＋株式会社ポイント 長岡勉

17G161352

展覧会

HOUSE VISION 2 2016
TOKYO EXHIBITION

株式会社日本デザインセンター（東 原研哉 + 日本デザインセンター
京都）
原デザイン研究所

17G161353

住宅

KOTT

株式会社日本の森と家（東京都）

17G161354

アジア都市の多様な「住 HDB Homes of Singapore 株式会社マイリアルビジョン（東京 奔保彰良
まい方」の啓蒙活動
都）＋Keyakismos (岩崎玉江・小川
栄太郎）（Singapore）＋宮内智久
（東京都）

17G161355

地方活性化への取り組み レーベンクラフト

17G161356

山本能楽堂

17G161357

神社から広がる地域再生 安産子育ての宮「山名八 山名八幡宮（群馬県）
幡宮」地域の再生

17G161358

複合施設

シラハマ校舎

合同会社WOULD（千葉県）＋一級 一級建築士事務所あわデザインス
建築士事務所あわデザインスタジ タジオ 安藤亮介
オ（千葉県）

17G161359

熊本城復興に向けた募
金の仕組み

熊本城 組み建て募金

サクラパックス株式会社（富山県） 小柴尊昭＋荻野直幸＋株式会社ミ
ツイ 高嶋鮎美

17G161360

アートプロジェクト

〇о（マルオ）の食卓

クラフト・ワン株式会社（熊本県）＋ 丸尾焼 金澤佑哉、金澤宏紀、金
公益財団法人熊本市美術文化振 澤尚宜＋日比野克彦＋石井克昌
興財団（熊本県）
＋錦戸俊康＋長島裕介＋平井印
房＋丸尾女子＋プロジェクトに参
加して下さったすべての皆さん

17G161361

のれんプロジェクト

のれんプロジェクト

LifeWork（広島県）

フミデザイン 上原史寛＋MARK
DESIGN 劉文紀、松原史典＋全
国各地のNORENつくり手さん

17G161362

バッグ

ブルーシードバッグ

一般社団法人BRIDGE
KUMAMOTO（熊本県）

一般社団法人BRIDGE
KUMAMOTO 佐藤かつあき

17G161363

阿蘇神社復興支援

17G161364

災害復興支援

動画による熊本地震復興 阿蘇神社復興支援ボランティア（熊 阿蘇神社復興支援ボランティア
支援
本県）
中島昌彦
KASEI (九州建築学生仮 KASEI（福岡県）
九州山口の大学を中心とした建築
設住宅環境改善） project
系学生と教員

17G161365

お米

求人米「あととりむすこ」

黒保根おいしいお米をつくる会（群 株式会社電通 河瀬太樹、中川
馬県）＋NPO法人キッズバレイ（群 諒、高橋慧至＋NPO法人キッズバ
馬県）＋株式会社電通（東京都） レイ 矢野健太

17G161366

レストラン/ イベントス
ペース

もうひとつのdaidokoro

株式会社おいしいにっぽん もうひ 杉浦秀幸、サンキューデザイン
とつのdaidokoro（東京都）

17G161367

野外レストラン

17G161368

地域イベント

DINING OUT（ダイニング 株式会社ONESTORY（東京都）
アウト）
函館西部地区バル街
函館西部地区バル街実行委員会
（北海道）

17G161369

住⺠参加型の食べられる 「EDIBLE WAY -食べられ 千葉大学大学院園芸学研究科木
景観づくり
る道」プロジェクト
下勇地域計画学研究室 コミュニ
ティスタディグループ（千葉県）＋株
式会社タカショー（和歌山県）

17G161370

バイオラボ

BioClub Shibuya

ロフトワーク（東京都）＋古市淑乃 古市淑乃建築設計事務所 古市淑
建築設計事務所（東京都）
乃

17G161371

Placemaking Service

ParkUp

Plan b（Taiwan）

17G161372

CULTURAL EXPLOSION 2017 CREATIVE EXPO
TAIWAN

山本能楽堂

株式会社日本の森と家 柳田英樹

株式会社タカラレーベン（東京都） 株式会社タカラレーベン 鈴木 宏
明
公益財団法人山本能楽堂（大阪 有限会社デコラティブモードナン
府）
バースリー 代表 服部滋樹
EDING:POST 代表 加藤智啓＋
永山祐子建築設計 代表 永山祐
子＋飯山千里建築設計事務所 代
表 飯山千里＋みやび建築 代表
市村雅人＋山口和也

大類 知樹
函館西部地区バル街実行委員会
代表 深谷宏治
千葉大学大学院 園芸学研究科
木下勇地域計画学研究室 コミュ
ニティスタディグループ チョウ カン
テイ、江花達也、江口亜維子、エル
ミロヴァ マリア、阿部 健一、曹翊、
陸麗穎、アキン エシン

Justin Yu, Hsien-Wen Chang,
Chia-Chi Lin
InFormat Design Curating（Taiwan） Yao-Pang Wang, Ying-Ying Weng,
Che-Wei Chang, Jue-Ning Chen,
Wei-Cheng Yang, Jui-Ling Chen,
Li-Ching Liu, Hao Zhuang, ShiChing Yang

17G161373

Social Design, Service
Design

17G161374

Upcycle, Design

17G161375

STRATAGEMS IN
ARCHITECTURE HONG
KONG IN VENICE

17G161376

Architecture Exhibition
and Events for
Community

17G161377

Resident-Participation
Safe Village Renovation
Project
The Nanugi
STRATAGEMS IN
ARCHITECTURE HONG
KONG IN VENICE-"the
15th Venice Biennale
International
Architecture Exhibition"
HK Exhibition & HK
Response Exhibition
10-Most-Liked Hong
Kong Architecture

Daegu Gyeongbuk Design Center
（Korea）

Daegu Gyeongbuk Design Center

Daegu Gyeongbuk Design Center Daegu Gyeongbuk Design Center
（Korea）
SIU Kwok Kin Stanley（Hong Kong） SIU Kwok Kin Stanley

HONG KONG ARCHITECTURE
CENTRE（Hong Kong）

Humphrey Wong, Sunny Wong,
Allen Poon, Man Wong, Chan Yiu
Hung, Laura Cozijnsen, Joshua Lau

Community Development PLAY To CHANGE
Art Project

Oi! (Oil Street Art Space)（Hong
Kong）

Oi! (Oil Street Art Space) + The
Hong Kong Institute of Architects
+ Hong Kong Architecture Centre

17I001378
17I001379

Bottle Top Dispenser
Foldable Jute Bag

Microlit Ultimus
Jute Bags

Microlit（India）
Atul Jain
National Institute of Design（India） Designer Ms. Abhilasha Jhalani
Mentor Prof. Shimul Mehta Vyas

17I001380

Wash Basin Mixer

Linea

17I001381

Casserole

Microwow Casserole

17I001382

Smartphone Based
Diagnostic Device

INITO

Jaquar and Company Pvt. Ltd.
（India）
Hamilton Housewares Pvt. Ltd.
（India）
SAMPLYTICS TECHNOLOGIES
（India）

17S001383

MULTI-FUNCTION
SMART AIR MASK

AIRMOTION
LABORATORIES

AIRMOTION LABORATORIES PTE Leonard Tan Bahroocha
LTD（Singapore）＋Leonard Tan
Bahroocha（Singapore）＋Bibi Ho
（Singapore）

17T001387

GOM Stool

Hari Ora

Unique Space Co.,Ltd.（thailand）

Mr.Nutdanai Siribongkot and
Ms.Chayanin Sakdikul

17T001388

Exhibition

Humour Business

Pink Blue Black & Orange
（thailand）

Exhibition Designer: Paputh Nim,
Nipitpol Phurichboonsub, Graphic
Designer: Teerapat
Lowsuwannawong, Interactive:
Craftsmanship, DuckUnit

17T001389

Exhibition & Visual
Communication Design

Designing Energytopia

Pink Blue Black & Orange
（thailand）

Art Direction and Illustrations:
Teerapat Lowsuwannawong,
Paputh Nim, Tassayawan
Chamkrajang, Pongpat Klibchan,
Chonlathit Sriponwong, Exhibition
Production: Parellel P, Website:
Faculty, Maqe

17T001390

Brand Identity

Thai League

Farmgroup（Thailand）

17T001391

Brand Identity & Package Yugen
Design

Farmgroup（Thailand）

Vorathit Kruavanichkit, John
Bowles, Sumpatha Jadee, Irin
Chitman
Vorathit Kruavanichkit, John
Bowles, Pei Ying Tang, Kanyaputt
Vatchara

17T001392

Font

MartiniThai Neue Slab

Studio Craftsmanship Company
Limited（Thailand）

Kwanchai Akkaratammagul

17T001393

Glass Tiles

Loft

IMEX INTERNATIONAL CO.,LTD.
（Thailand）

Ms.Suratwadee Sintoomarl,
Mr.Satharat Chanrueang

17T001394

Extruded ceramic tiles

Ombra Tiles

Kenzai Ceramics Industries Co.,Ltd Mr. Chanat Tantiwatpanich
（Thailand）

17T001395

Single lever faucet

Soft Paddle Faucet

The Siam Sanitary Fitting Co.,Ltd. Nattha Arjariya
（Thailand）

Parichay Mehra
Hamilton Housewares In-house
Design Team
Chandrashekhar Nadgouda,
Gautam Sharma

17T001396

WASHING MACHINE

TOSHIBA WASHING
MACHINE MODEL AWDUG1700WT

TOSHIBA CONSUMER
Mr. Chakkaphop Ketsuwan, Senior
PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD. Chief Specialist, W/M Design
（Thailand）
Engineering/ Mr. Rattarong Palsiri,
Manager, W/M Products
Development 3) Mr. Fumio Morita,
Design Center, Toshiba
Corporation

17T001397

TABLEWARE

PINTO

CHANCHAI BORIBOON（Thailand） CHANCHAI BORIBOON
CHAVANAPOL NAUMSAWAD

17T001398
17T001399

Five Panel Cap
creative box

Five Panel Cap
Z BOX COLLECTION

Madmatter（Thailand）
labrador co.,ltd（Thailand）

17T001400

Portable Toilet Kit

WC PLUS+

WC PLUS+（Thailand）

17T001401

Electric Diffuser

Limited Edition WISH
Aroma Diffuser

PANPURI（Thailand）

Jean-Marc Gady holds a gift for
conducting the codes of deluxe
creations, ensuring an impressive
array of interventions . His calling
began in luxury furniture, lighting
and earthenware.

17T001402

Rice Soap

Thai Rice Soap

Cosmos and Harmony Co.,Ltd.
（Thailand）

Arunee Kamsrakaew, Sudarat
Khamchu, Panrapee Saleekit

17T001403

Food

Teng

ARN Creative Studio（Thailand）

Kittaya Nanthakwang

17T001404

packaging

Penta Flat Pack

Bangkokpack Co.,Ltd.（Thailand）

Ratanaporn AMPHIJIT

17T001405

Interior Fragrance
Packaging Collection
Laundry Detergent

VUUDH Qing Packaging
Collection
Pipper standard Laundry
Detergent
REHBER (Engelsiz Erisim
ve Yasam Sistemleri)

HARNN GLOBAL CO.,LTD
（Thailand）
Equator Pure Nature Co.,Ltd.
（Thailand）
Engelsiz Erisim ve Yasam
Sistemleri Sanayi, Ticaret Limited
Sirketi（Turkey）

Suchaya Chuchart

Serel Sanitary Factory

Serel Sanitary Factory（Turkey）

Aldonat Sunar, Ali Yildiz, Didem
Durmaz, Metin Murat Elbeyli, Zafer
Dogan

KARACA（Turkey）

Ahmet Toplu

17T001406
17TR01384

Access System for
Disabled

17TR01385

Serel Luvi Urinal &
Separator

17TR01386

amphora turkish tea glass karaca

Anek Kulthaveesup, Sarita
Yuthakasemson
Miss Sutinee Kittipattrakul

Mr. Bhatara Chirdchuen
Ataman Ozdemir

