
参考資料：2017年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞対象一覧(25件)　（2017年10月4日発表）

No. 受賞番号 画像 一般名称 固有名称（ブランド・型番など） 受賞企業 概要
1 17L000001 帽子 学童通学交通安全帽子 林八百吉株式会社（愛知県） 小学校に入学するときから、通学に被る黄色のメトロ帽子です。交通安全のため、遠くか

ら目立つ黄色で作られています。ＵＶ加工をしてあります。毎日被る為、手洗いが出来、

固めのツバで丈夫な作りにしてあります。内側にはあごゴムがつき、名前ネームが付いて

います。昭和35年の国民安全の日制定から全国の小学校に広まった黄色のメトロ帽子は、

そのデザインを変えずに57年以上学童の身を守っていると言えます。親子を超え、祖父母

の代から続く、愛され続けられている黄色の帽子と言えます。このメトロ型はある意味、

婦人帽子の原点とも言えます。

2 17L000002 ゴム長靴 ウロコ印白底付大長（白ウロコ） 有限会社　伊藤ウロコ（東京都） 市場発信の「ウロコ印白底付大長」は、天然のゴム樹液を使ったゴム長靴です。プロの方

が履いてきたもので、耐久性重視、十分な丈夫さと、柔らかさ、履きやすさは　この長靴

の大きな特徴です。デザインでは、底周りが白っぽい黄土色、白い刻印のロゴマーク、胴

部分は黒色ケシでシンプルなツートーン。昔からある真っ黒いゴム長のクラシカル感をそ

のままに、後ろ甲までつづく白底と、逆三角形の大きなロゴが独特です。足元がすらりと

見える前丈と後丈に傾斜をつけています。ヒール高さは約3センチ胴部分のゴムやロゴ

マークも一つ一つ手貼りで仕上げます。昭和20年代後半ごろより改良を加え現在に至りま

す。

3 17L000003 携帯用カイロ ホカロン 株式会社ロッテ（東京都） ①1978年発売以来40年間お客様にご愛顧いただいている携帯用カイロの代名詞的商
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3 17L000003 携帯用カイロ ホカロン 株式会社ロッテ（東京都） ①1978年発売以来40年間お客様にご愛顧いただいている携帯用カイロの代名詞的商
品。 ②火を使わず原材料の化学反応による発熱で温める携帯用カイロ ③お客様の
ニーズに合わせた各種サイズや部位別対応商品などをラインアップしています。

4 17L000004 トート・バッグ ボート・アンド・トート・バッグ L.L.Bean International（東京都） ・1944年の発売当時と同じ厚手の24オンスキャンバス地を使用  ・本体サイドの布を縫
い合わせている部分は、丈夫なナイロン糸を使用したダブルステッチ  ・本体ボトム部分
は布を2重にして更に丈夫に  ・現在も米国メイン州の自社工場でひとつひとつ手作りし
ている ・ハンドルとボトムの色やイニシャル刺繍（有料）などで個性が出せる

5 17L000005 ラベリアマイクロホンシリーズ ECM-88/77/66/55/44/166 ソニー株式会社（東京都） ソニーのラベリアマイクロホンシリーズは、装着しても目立たず音声を明瞭に収音するこ

とができ、取材・収録、放送局、映像制作、シアター、各種イベント等、多くのアプリ

ケーションで使用されています。代表モデルであるECM-77は放送局でのスタンダードとし

て長年収録現場で活躍し続けています。またECM-88は超小型サイズを実現しながら、ソ

ニー独自のデュアルダイアフラム構造によりケーブルから伝わる振動ノイズを大幅に低減

しています。1969年に初めてECM-50を発売して以降、常に現場の声を反映させながら小

型・高音質・高信頼性を追求し続け、現在のラインアップに到達しました。



6 17L000006 レンズ付きフィルム 写ルンです 富士フイルム株式会社（東京都） 「レンズ付きフィルム 写ルンです」は「フイルムにレンズを付ける」という逆転の発想から
つくられた、当時の常識を覆す画期的な製品。カメラ同様の機能を持たせながら、徹底
的にシンプルな撮影機構を採用することで部品点数を減らし、当時高額だったカメラに

対し1000円台の価格を実現。お客様がフィルム装填する必要が無く、本体を写真店や
現像所に持ち込めば写真プリントされる仕組みも用意した。近所のお店で購入でき、誰
でも簡単に、キレイな写真が撮れる「楽しさ」を提供している。

7 17L000007 アウトドア用シングルバーナー スポーツスター® コールマン ジャパン株式会社（東京都） ホワイトガソリンを燃料とする、安定した高火力の調理用一口こんろ。気圧や気温など
の気象条件に関係なく、安定した火力を保つことができる。コールマンが調理用ストーブ

を本国（アメリカ）で初めて発売したのは1920年代。スポーツスター®はコールマン日本
支社が開設された1976年からは若干モデルチェンジをしたのみで、発売を続けている
定番モデルである

8 17L000008 電波修正機能付掛時計 セイコー　パワーデザインプロジェク
ト　スタンダード　アナログ掛時計

セイコークロック株式会社（東京都） セイコーウオッチ（株）、セイコーエプソン（株）、セイコークロック（株）のインハウ

スデザイナーが2002年にスタートしたワークショップ形式のプロジェクトの2006年のテー

マ「スタンダード」において発表されたものを2007年に製品化。デザイン監修はプロダク

トデザイナーの深澤直人氏。歪みのない真円の縁に読み易さを追求した肉盛り印刷の棒略

字。針の付け根にボリューム感を持たせることで、中心から自然にピントが合い、瞬時に

時刻を読み取れる。視認性を追求しながら固い印象にならないよう、各所に僅かな丸みを時刻を読み取れる。視認性を追求しながら固い印象にならないよう、各所に僅かな丸みを

持たせている。時刻修正が不要な電波修正機能付き。インテリアに合わせやすい3サイ

ズ、各3色展開。

9 17L000009 フラワーベース、花器 ホルムガード 有限会社スコープ（愛知県） 気持ちのよいスッキリとしたデザインながらどこか個性的で新鮮さも感じられる、デン
マークの機能美とミニマリズムを顕著に反映した商品。

10 17L000010 万年筆 キャップレス 株式会社パイロットコーポレーション（東
京都）

利便性を追求し、ノックでペン先を出すことが出来る万年筆。独自開発のシャッター機構
が内蔵されており、携帯時はペン先を密閉収納しインキの漏れ、ペン先の乾燥を防止
する。クリップは通常用途に加え、筆記時における万年筆の正しい持ち位置を示す役割
も併せ持つ。



11 17L000011 水性ペン プラマン ぺんてる株式会社（東京都） 万年筆の書き味を、樹脂のペン先で実現させた水性ペン。ペン先が筆圧に応じてたわむの

で、筆跡に強弱がつけられ微妙なニュアンスの表現ができる。また、樹脂のペン先が筆記

時の振動を吸収するので、サラサラとした心地良い書き味が得られる。通常の万年筆は、

書かずに長い間放置しておくとインキの出が悪くなることがあるが、プラマンは樹脂製ペ

ン先だから可能となる独自のインキ供給方法により、使用開始から終わりまで安定した筆

記ができる。金属クリップから顔を出す色表示のパーツは機能的で、かつ、シンプルなデ

ザインでありながら洗練された美しい印象を与える。

12 17L000012 カッターナイフ エヌティーカッター　プロ　AD-2P エヌティー株式会社（大阪府） 刃先30°のＡＤ型刃の繊細作業用カッターナイフ。 刃を裏返してセットすることにより左
利きの方にも、お使いいただける 左右両用のユニバーサル設計。 切断作業中に刃が
すべり出ないオートロック機能スライド。 高級ステンレスホルダー。 Ａ型刃も使用可能。

13 17L000013 神戸ノート 関西ノート　B5学習帳 関西ノート株式会社（兵庫県） 発売から50年以上の歴史を持つ神戸の風景写真やデッサンを表紙にデザインした小学
校用学習帳。これまでの学習指導要領の改定に沿った形で品種を整え、現在は21種類
の学習帳を販売している。

14 17L000014 MPバインダー バインダーＭＰ コクヨ株式会社（大阪府） コクヨのバインダーMPは、表紙・背部とも総布貼りで、背に金属製の名差しが取付けて
あります。 バインダーとじ具は、２段階に開く構造になっており、平らに開いて記帳・閲
覧しやすくなっております。また、多穴式なので、綴じている紙が破れにくくなっておりま

す。 表紙は、中芯に丈夫な板紙を使用し表面は布貼りされており周囲は金属製の覆輪
で覆ってある耐久性に優れた構造です。

15 17L000015 フォント イワタUDフォント 株式会社イワタ（東京都） 加齢による老眼や白内障、弱視でも「見やすい」というコンセプトを持つフォント。視認

性、判読性を高めるための「イワタUDゴシック」「イワタUD丸ゴシック」。視認性と可読性
を両立させるための「イワタUD明朝」。新聞の扁平デザインに特化した「イワタUD新聞
明朝」。使用目的とその効果を明確にしたユニバーサルデザイン視点のフォントである。



16 17L000016 チューインガム キシリトールガム 株式会社ロッテ（東京都） ①従来嗜好性の高いガムに機能性・効能性という新しいジャンルを確立した商品で、ガ

ムのイメージを大きく変化させた。 ②虫歯の原因にならない甘味料のキシリトールを配
合 ③再石灰化（歯を丈夫で健康に保つ事）を促す効果と安全性が認められ特定保健用
食品の表示認可取得。

17 17L000017 一般用医薬品（鎮咳去痰薬） 固形浅田飴 株式会社浅田飴（東京都） 「せき・こえ・のどに浅田飴」でおなじみ、大正１５年から長年にわたり販売されている「固

形浅田飴」は、4種の生薬（キキョウ、トコン、マオウ、ニンジン）がのどにじっくり作用し、
つらいせきやたん、のどの痛みに効く鎮咳去痰薬です。 カロリーや糖分が気になる方も
服用できるシュガーレスタイプ。伝統の糖衣技術を用いた、舐め心地の良いドロップ剤

です。 クール、ニッキ、パッションの3つの味で、にがいお薬が苦手な方も服用できる「良
薬にして口に甘し」なお薬です。

18 17L000018 マヨネーズ キユーピー　マヨネーズ キユーピー株式会社（東京都） キユーピーは1925(大正14)年に日本で初めてマヨネーズの製造・販売を始めました。
キユーピー マヨネーズは、卵の黄身を使用したコクとうまみがある卵黄タイプのマヨ
ネーズです。戦後の食の洋風化を追い風に、食卓に新たなメニューを広めながら、今日
まで歩み続けてきました。今では、家庭に欠かせない調味料の一つとして、広く日本の
食卓に根付くまでに成長しています。食卓に根付くまでに成長しています。

19 17L000019 ディスペンパック ディスペンパック 株式会社ディスペンパックジャパン（東
京都）

アメリカで考案されたアイデアを商品化したものです。 特長としては、 　①開封しやす
い、片手で簡単に中身を取り出すことができる、②衛生的　　　　　　中身に直接触れず
に出すことができ、手も汚れない、③定量性、一定の量を絞り出すことができる、④バラ
エテイ性、異なる内容物を同時に取り出すことができる

20 17L000020 Tableware Iittala Teema Fiskars Asia Pacific Limited（Hong Kong） Designed by one of Iittala's most iconic design heroes, Kaj Franck, Teema is a versatile collection

with endless combinations of shapes, size and colours.  Capturing the essence of Scandinavian

design tinking, each Teema piece is derived from three simple forms: circle, square and rectangle.

It's what you use them for that makes them yours. Functional, durable and refined, Teema is the

perfect tableware for everyday use. Plates, platters, cups and bowls, each and every Teema piece is

oven, freezer, dishwasher and microwave safe.



21 17L000021 電気ケトル ラッセルホブス　カフェケトル7410JP 株式会社大石アンドアソシエイツ（東京
都）

本体下部から先端に向けて徐々に細くなっている注ぎ口は、少量のお湯を繊細に注ぐ
時も、勢いよくお湯を注ぐ時も湯量を調整しやすい形状。また、ハンドルも手にフィットす

るオリジナル形状。注ぎ口下部にはケトルを支える補助部(突起)が備わっているため持
ちやすいように配慮された形状。沸騰後は、自動的に電源が切れる自動電源オフ機能
や万が一水が入っていない状態でスイッチを入れても電源が切れる空焚き防止機能も
搭載されている。シンプルな機能・クラシカルなデザインの電気ケトル。

22 17L000022 ポップアップトースター ラッセルホブス　クラシックトースター

13766JP
株式会社大石アンドアソシエイツ（東京
都）

引き出し式のオーブントースターと違い、パンと熱源の距離が近いポップアップ式トース

ターは両側に熱を当て、中の水分を閉じ込めたまま短時間で焼き上げることが可能。そう

することで表面はカリッと中はもっちりとした食感のトーストになる。機能は焼き時間を

調整するシンプルな操作のため、好みの焼き加減を自分好みに調整できるのも専用家電な

らでは。メタリックなボディでどんなキッチンにもなじみ、このモデルは1980年代から現

在までスタイルを変えずレトロな雰囲気を持ち、日本含め世界37カ国以上で販売され1995

年時点ですでに100万台の販売実績があるスタンダードでクラシックなデザインのポップ

アップトースター。

23 17L000023 座椅子 座イス S-5046 株式会社天童木工（山形県） 1963年に藤森健次氏によりデザインされました。 低コストであることに加え、機能性とデ
ザインの美しさから多くの旅館や一般家庭で愛用されてきました。日本を代表する椅子
として、フィラデルフィア美術館のパーマネントコレクションにも選定されています。

24 17L000024 第一種原動機付自転車（3輪） ジャイロキャノピー/ ジャイロX 株式会社 ホンダモーターサイクルジャ
パン（東京都）

1990年、国内量産車唯一のフロントスクリーンとルーフを装備した屋根付三輪スクー
ターとして発売以来、特にワゴンタイプ※にあるトランク（リアボックス）部は雨や埃など
天候の影響を受けにくく、また広告面積の広さなど、独特の特長が受け入れられ、宅配
ビジネスや出張修理サービスなど、多様なビジネス用途に使用されています。

※2008年3月より、デッキタイプのみ販売(キャノピー)。ビジネス用途に求められる、ス
ムーズで扱いやすく燃費に優れたエンジンや、取り回しの良い車体を高い次元で融合さ

せた三輪スクーターである(X)。

25 17L000025 歩行者天国 中央通り（銀座地区）歩行者天国 一般社団法人銀座通連合会（東京都）
＋警視庁築地警察署（東京都）

1970年（昭和45年）より40数余年にわたり毎週末、歩行者用道路として車道を開放すると

ともに、ショッピングストリート銀座を安全・快適に楽しく散策できる仕組みを、築地警

察署と銀座通連合会が連携して構築し、現在も継続されていることが最大の特徴である。

運営については、築地警察署が信号調整や実施時の安全面に気を配り、銀座通連合会が車

両通行止めのバリケードの設置や来街者の憩いのためのパラソルやベンチの設置、見回り

活動を行うなど、しっかりとした業務分担と官民共同が定着している。荒天日を除き、週

末にはほぼ100％実施し、「歩行者天国（ホコテン）」という言葉は銀座地区の魅力を伝

えるイメージとともに定着した。


