
参考資料：2022年度グッドデザイン・ベスト100一覧（2022年10月7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/

受賞番号 受賞者名（所在地）

22G050299 掃除機 日立 コードレス スティッククリー

ナー　PV-BH900SK

日立グローバルライフソリューション

ズ株式会社（東京都）

22G080538 ゲーム機 Xbox Adaptive Controller / Xbox

Series X|S

日本マイクロソフト株式会社（東京

都）

22G120917 ハンズフリーパーソナルモビリティ UNI-ONE 本田技研工業株式会社（東京都）

22G171293 選挙啓発キャンペーン 最高裁判所 裁判官の国民審査 特集サ

イト

日本放送協会（東京都）

22G191474 地域で子ども達の成長を支える活動 まほうのだがしやチロル堂 アトリエe.f.t.（奈良県）＋合同会社

オフィスキャンプ（奈良県）＋一般社

団法人無限（奈良県）

22G020097 杖（T字杖、ロフストランドクラッチ） ヴィルヘルム・ハーツ 風と地と木 合同会社（東京都）

22G020101 歩行ナビゲーションシステム あしらせ 株式会社Ashirase（東京都）

22G050323 冷蔵庫 日立冷蔵庫  「Chiiil」 R-MR7S/R-

MR7SL

日立グローバルライフソリューション

ズ株式会社（東京都）

22G070354 ワイヤレスステレオヘッドセット LinkBuds ソニー株式会社（東京都）＋ソニーグ

ループ株式会社（東京都）

22G090600 射出成形機 小型射出成形機　AE-M3、AE-M10、AE-

M3V

セイコーエプソン株式会社（長野県）

22G090650 脳動脈瘤留置血流改変デバイス Woven EndoBridgeデバイス テルモ株式会社（東京都）

22G110840 排泄ケアシステム Helppad(ヘルプパッド） 株式会社aba（千葉県）

22G130967 戸建てリノベーション HOWS Renovation 「国立の家」 株式会社リビタ（東京都）

受賞対象名

ファイナリスト(グッドデザイン大賞候補）1件がグッドデザイン大賞に決定

グッドデザイン金賞



22G130990 住宅 バウマイスターの家 網野禎昭（静岡県）＋株式会社 平成建

設（静岡県）＋株式会社 宮田構造設計

事務所（東京都）

22G141088 サービス付き高齢者向け住宅 銀木犀 株式会社シルバーウッド（千葉県）

22G161241 大蓮公園 市民と賑わいを広げるPark-PFI制度を

活用した公園【大蓮公園　ＳＵＥプロ

ジェクト】

南海不動産株式会社（大阪府）＋南海

ビルサービス株式会社（大阪府）＋有

限会社　華まる園（大阪府）

22G181357 医療系Webサービス 夜間・休日に患者と医師をつなぐ

「ファストドクター」

ファストドクター株式会社（東京都）

22G191462 The future of chocolate The sustainable chocolate

business model

Fu Wan Chocolate（Taiwan）

22G201521 総合診療医育成プロジェクト しまね総合診療センター NEURAL GP

network

島根大学医学部付属病院総合診療医セ

ンター（島根県）

22G201526 多地域就学 デュアルスクール 株式会社あわえ（徳島県）

22G080570 インクジェット複合機 DCP-C421W ブラザー工業株式会社（愛知県）

22G181316 デジタル障害者手帳 ミライロID 株式会社ミライロ（大阪府）

22G201481 身体障害者への服のお直しスタッフの

組織化

身体の不自由な人への服のお直しサー

ビス「キヤスク」

株式会社コワードローブ（千葉県）＋

博報堂ケトル（東京都）

22G020103 シニア向け・在宅介護向けルームウエア keamu 冨士経編株式会社（福井県）

22G030220 かるた さかなかるた 株式会社 千葉印刷（東京都）

22G040226 おろし金 トミタ式安全おろし金（刃を使わない

安全なおろし金）

株式会社トミタ（新潟県）

22G040241 急須 chanoma kyusu series 有限会社丸よ小泉商店（愛知県）

22G131019 賃貸集合住宅 hocco 小田急バス株式会社（東京都）＋株式

会社ブルースタジオ（東京都）

グッドフォーカス賞（新ビジネスデザイン）

グッドフォーカス賞（技術・伝承デザイン）

グッドフォーカス賞（地域社会デザイン）



22G191456 地域再生のための活動 BEPPU PROJECT 特定非営利活動法人BEPPU PROJECT

（大分県）

22G020062 災害用授乳カップ 災害用授乳カップ ピジョン株式会社（東京都）

22G120955 システム支援型モビリティサービス なみえスマートモビリティ 日産自動車株式会社（神奈川県）＋浪

江町役場（福島県）

22G161237 河川整備 景観や自然環境に配慮した塔の島河川

整備事業

国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川

事務所（大阪府）

22G010006 腕時計 セイコーメトロノームウオッチ

SMW001A・2A・3A・4A・5A・6A

セイコーウオッチ株式会社（東京都）

22G010028 ロボット義足 Bio Leg BionicM株式会社（東京都）

22G010049 女性用インナー hinna　吸水型サニタリーショーツ 、

吸水型ナプキン

株式会社エル・ローズ（福井県）＋コ

スモ株式会社（大阪府）

22G010052 紳士肌着 ワコールメン・レースボクサー 株式会社ワコール（京都府）

22G020086 ボディソープ 地球の未来にまじめなボディソープ パルシステム生活協同組合連合会（東

京都）

22G020114 ヘアドライヤー カドー / スティックドライヤー / バ

トン

株式会社カドー（東京都）

22G030150 文房具 はじめての文房具シリーズ 株式会社良品計画（東京都）

22G030153 Book Tactile Graphic Books of Chinese

Language for Primary School

Zhanjiang University of Science

and Technology（China）＋

Guangdong Ocean University

（China）

22G030219 アウトドアチェア IKIKIグランドチェア 株式会社ミキモク（兵庫県）

22G040240 カトラリー ラッコ 燕振興工業株式会社（新潟県）

22G040243 ステンレスボトル TIGER MTA タイガー魔法瓶株式会社（大阪府）

グッドフォーカス賞（復興・防災デザイン）

グッドデザイン・ベスト100



22G050295 ヒートポンプ式温水暖房機 パナソニック　ヒートポンプ式温水暖

房機　K/Lシリーズ

パナソニック株式会社（大阪府）

22G060336 炊飯器 Panasonic　炊飯器　SR-NA102/SR-

NB102

パナソニック株式会社（東京都）

22G070397 デジタルカメラ Panasonic LUMIX DC-BS1H/DC-BGH1 パナソニック   エンターテインメント

＆コミュニケーション株式会社（大阪

府）

22G070400 ミラーレスカメラ Z 9 株式会社ニコン（東京都）

22G070419 Augmented Reality Head Mounted Display SystemMagic Leap 2 Magic Leap（United States of

America）

22G070442 ウォールフィットテレビ Panasonic TH-55LW1/TH-55LW1L パナソニック   エンターテインメント

＆コミュニケーション株式会社（大阪

府）

22G080462 モーター駆動式の自動回転雲台 Matterport Axis　（マーターポート

アクシス）

マーターポート株式会社（東京都）

22G080471 ポータブルバッテリー オーシー 株式会社オカムラ（神奈川県）

22G080493 Laptop PC Dell XPS 13 Plus Dell Technologies（United States

of America）

22G080573 業務用アナウンスシステム 音と文字で伝わる「SoundUD の多言語

アナウンスシステム」

ヤマハ株式会社（静岡県）＋株式会社

USEN（USEN-NEXT GROUP）（東京都）

22G090593 産業用ロボット FANUC Robot M-1000iA ファナック株式会社（山梨県）

22G090604 樹脂判別センサー RICOH HANDY PLASTIC SENSOR B150 株式会社リコー（東京都）

22G090622 変形型月面ロボット SORA-Q（ソラキュー） 株式会社タカラトミー（東京都）

22G090625 プラント自動巡回点検防爆ロボット EX ROVR シリーズ "ASCENT" 三菱重工業株式会社（東京都）

22G090632 ホルター心電計（携帯型長時間記録心電計）単回使用防水ホルター検査キット   シ

ンプルホルター

ケンツメディコ株式会社（埼玉県）

22G090673 クラウド型医療サービス 富士フイルム医療クラウドサービス 富士フイルム株式会社（東京都）



22G100699 エアーコンディショナー ダイキン　エムラ　Ⅲ ダイキン工業株式会社（大阪府）

22G100704 建具用丁番 薄枠丁番　HES1F-140型 スガツネ工業株式会社（東京都）

22G100750 シャワーシステム SHIN-ON 株式会社LIXIL（東京都）＋株式会社

NITTO CERA（愛知県）＋株式会社マク

アケ（東京都）

22G100780 給湯暖房・ふろ給湯器リモコン リンナイ MBC-332VCシリーズ リンナイ株式会社（愛知県）

22G110806 チェア リネアチェア 株式会社イトーキ（東京都）

22G110811 オフィスデスク スイフトクアトロ 株式会社オカムラ（神奈川県）

22G110822 可動式ブース アドセル 株式会社イトーキ（東京都）

22G120902 乗用車 アリア 日産自動車株式会社（神奈川県）

22G120924 タンカー 完全電気推進タンカー船「あさひ」 旭タンカー株式会社（東京都）

22G120938 ポータブルバッテリー Honda Power Pod e: 本田技研工業株式会社（東京都）

22G120948 次世代電動操船システムHARMO 次世代電動操船システムHARMO ヤマハ発動機株式会社（静岡県）

22G120956 物流サービス はこビュン 東日本旅客鉄道株式会社（東京都）＋

株式会社ジェイアール東日本物流（東

京都）

22G130991 個人住宅 椎葉邸 萬代基介建築設計事務所（東京都）

22G131024 子育て世代向けの町営集合住宅 神山町・大埜地の集合住宅 神山町（徳島県）＋一般社団法人神山

つなぐ公社（徳島県）＋神山町のあす

環境デザイン共同企業体（東京都）

22G141074 エリア開発 高輪一丁目木造集合住宅プロジェクト 安田不動産株式会社（東京都）



22G141075 54棟建て住宅街区 結美の丘 株式会社中央住宅（埼玉県）＋NPO法人

越谷市住まい・まちづくりセンター

（埼玉県）＋株式会社緑住環境計画

（東京都）＋結美の丘　景観協定運営

委員会（埼玉県）

22G151110 オフィスビル GOOD CYCLE BUILDING 001 淺沼組名

古屋支店改修PJ

株式会社淺沼組（大阪府）＋株式会社

川島範久建築設計事務所（東京都）

22G151127 道路休憩施設 尼崎パーキングエリア 納谷建築設計事務所（神奈川県）＋阪

神高速道路株式会社（大阪府）

22G151148 ホテル 佳水園の改修 中村拓志＆NAP建築設計事務所（東京

都）＋近鉄不動産株式会社（大阪府）

＋株式会社近鉄・都ホテルズ（大阪

府）＋株式会社大林組（東京都）＋全

日本コンサルタント株式会社（大阪

府）

22G151157 ホテル PRISM Inn Ogu 株式会社プリズミック（東京都）＋伊

藤博之建築設計事務所（東京都）

22G151167 ホテル共用部 チャプターファクトリー 株式会社0100010（東京都）

22G161178 美術館 八戸市美術館 八戸市（青森県）＋八戸市美術館（青

森県）＋株式会社西澤徹夫建築事務所

（東京都）＋PRINT AND BUILD株式会

社（東京都）＋株式会社インテロバン

グ（東京都）

22G161185 既存複合文化施設を再生した図書館 守口市立図書館 守口市（大阪府）＋株式会社SALHAUS

（東京都）

22G161188 児童遊戯施設 シェルターインクルーシブプレイスコ

パル（山形市南部児童遊戯施設）

株式会社シェルター（山形県）＋株式

会社オープラスエイチ（東京都）＋株

式会社夢の公園（山形県）

22G161239 景観づくり 﨑津・今富の文化的景観整備 天草市（熊本県）＋天草市文化的景観

整備管理委員会（熊本県）＋株式会社

エスティ環境設計研究所（福岡県）＋

株式会社シー・バス・プランニング

（熊本県）＋株式会社日建技術コンサ

ルタント（大阪府）＋株式会社乃村工

藝社（東京都）＋熊本県立大学　建築

設計・住空間計画学研究室（熊本県）

＋熊本大学　景観デザイン研究室（熊

本県）＋熊本大学　地域風土計画研究

室（熊本県）＋セントラルコンサルタ

ント株式会社（東京都）＋パシフィッ

クコンサルタンツ株式会社（東京都）

＋有限会社ユー設計事務所（熊本県）

＋吉田稔充建築設計室（熊本県）

22G171277 テレビ番組を中心としたコンテンツ群 アイラブみー NHKエデュケーショナル（東京都）

22G171304 冊子・ウェブサイト テレビ放送開始７０年記念「ＮＨＫテ

レビ放送史」

日本放送協会（東京都）＋株式会社ブ

レイン（東京都）＋株式会社三修社

（東京都）

22G171307 ピクトグラム 東京2020大会 動くスポーツピクトグラ

ム

株式会社電通（東京都）



22G181350 Arts & Culture Platform OPENTIX Quanta Computer Inc.（Taiwan）＋

National Theater and Concert

Hall（Taiwan）

22G181355 スマートフォン アプリ、WEBサービス 循環コミュニティポイント「YAMAP

DOMO（ヤマップ ドーモ）」を活用した

山の再生事業

株式会社ヤマップ（福岡県）

22G181419 NFTを含む山古志住民会議の取り組み NFTを含む山古志住民会議の取り組み 山古志住民会議（新潟県）

22G181425 SaaS （ソフトウェアアズアサービス） Notion Notion Labs, Inc.（United States

of America）

22G181433 行政サービスデザイン デジタル庁における行政サービスデザ

インへの取り組み　ー新型コロナワク

チン接種証明書アプリー

デジタル庁（東京都）

22G191436 番組コンテンツ ローカルフレンズ滞在記 日本放送協会　札幌放送局（北海道）

22G191437 Paw Wurf Music Festival A Music Festival Project that

Rocks the Animal Protection

Education for the 23 Million

Kaohsiung City Animal Protection

Office, Taiwan（Taiwan）

22G191457 農業分野におけるデザイン経営の導入 さがアグリヒーローズ 佐賀県　農林水産部（佐賀県）

22G191470 地域社会の植物保護、育成活動 「植木の里親・もらえる植物園」 株式会社やましたグリーン（東京都）

22G201503 会社 アサヒユウアス株式会社 アサヒユウアス株式会社（東京都）

22G201507 社会貢献型の災害対策の取り組み シェアする防災セット ファシル株式会社（静岡県）

22G201528 教育プログラム 愛農高校教育プログラム 愛農学園農業高等学校（三重県）

22TH01563 Logo & Identity for Singha CorporationLogo & Identity for Singha

Corporation

TNOP DESIGN（Thailand）




