
「スマート家電グランプリ 2013 SUMMER」受賞一覧

＜特別賞・話題賞＞

特別賞 プロクター・アンド・ギャンブルジャパン BRAUN

特別賞 エレクトロラックス・ジャパン Electrolux

特別賞 シャープ SHARP

特別賞 東芝 TOSHIBA

特別賞 バルミューダ BALMUDA

特別賞 パナソニック Panasonic

特別賞 パナソニック Panasonic

特別賞 ユーイング ユーイング

特別賞 三栄水栓製作所 SAN-EI

話題賞 フィリップス エレクトロニクス ジャパン Philips

～各ジャンル受賞商品～

エアコン

生活家電 エアコン リビングにおすすめ（3.6kW以上）　ハイグレード 金賞 TOSHIBA 大清快VOiCE EDRシリーズ

生活家電 エアコン リビングにおすすめ（3.6kW以上）　ハイグレード 銀賞 MITSUBISHI ハイブリッド霧ヶ峰 ZWシリーズ

生活家電 エアコン リビングにおすすめ（3.6kW以上）　ハイグレード 銅賞 DAIKIN うるさら７ Rシリーズ

生活家電 エアコン リビングにおすすめ（3.6kW以上）　ハイグレード 除湿も優秀 金賞 DAIKIN うるさら７ Rシリーズ

生活家電 エアコン リビングにおすすめ（3.6kW以上）　ハイグレード 爽快！気流コントロール 金賞 FUJITSU nocria Ｘシリーズ

生活家電 エアコン リビングにおすすめ（3.6kW以上）　ハイグレード 新操作部門 金賞 Panasonic Xシリーズ

生活家電 エアコン リビングにおすすめ（3.6kW以上）　スタンダード 金賞 DAIKIN ラクエア Wシリーズ

生活家電 エアコン リビングにおすすめ（3.6kW以上）　スタンダード 銀賞 Panasonic EXシリーズ

生活家電 エアコン リビングにおすすめ（3.6kW以上）　スタンダード 銅賞 HITACHI 白くまくん Mシリーズ

生活家電 エアコン リビングにおすすめ（3.6kW以上）　スタンダード 新操作部門 金賞 Panasonic Tシリーズ

生活家電 エアコン　子ども部屋におすすめ（2.8kW以下） 金賞 FUJITSU Rシリーズ

生活家電 エアコン　子ども部屋におすすめ（2.8kW以下） 銀賞 SHARP
プラズマクラスターエ
アコン

C-DXシリーズ

生活家電 エアコン　子ども部屋におすすめ（2.8kW以下） 銅賞 Panasonic Fシリーズ

生活家電 エアコン　寝室におすすめ（2.8kW以下） 金賞 MITSUBISHI ハイブリッド霧ヶ峰 HMシリーズ

生活家電 エアコン　寝室におすすめ（2.8kW以下） 銀賞 SHARP
プラズマクラスターエ
アコン

C-EXシリーズ

生活家電 エアコン　寝室におすすめ（2.8kW以下） 銅賞 DAIKIN ラクエア Wシリーズ

電気シェーバー「クールテック」
CT6cc/CT4s

スティックタイプコードレス掃除
機「エルゴパワー・プラス」

ZB5012P

バッテリー搭載扇風機
「PJ-C2DBG」

バッテリー搭載扇風機
「Ｆ－ＤＬＲ３００Ｘ」

バッテリー搭載扇風機
「GreenFan2＋(EGF-1250)」

炊飯器「SR-SPX103」

シェービングの肌の“ひりつき”を冷やして抑える、
お肌ケア機能の新提案

ワイヤレスモデルながら強力なパワーと長時間駆
動を実現しました

コンセント位置に左右されない使い勝手を手に入れ
ました

コンセント位置に左右されない使い勝手を手に入れ
ました

コンセント位置に左右されない使い勝手を手に入れ
ました

パナソニック・サンヨーのすぐれた技術のハイブリッ
ドが炊飯器を究めました

内頬磨き機能によるフェイシャルケアも実現した電
動歯ブラシです

一粒の種が“思いやりの心”“やさしい心”“感謝の
心”を育みます

独自の水流でシャワーヘッドによるホームエステを
実現した新提案です

サクサクおいしい揚げ物が油を使わずにできるなん
て！

電動ハブラシ
「ドルツ」EW-DL32

水耕栽培器
  Green Farm「UH-A01E」

エステシャワープロ フェイス／エ
ステシャワープロ ボディ

ノンフライヤー



扇風機／サーキュレーター

生活家電 扇風機 リビングファン
サーキュレーションモード付きで自然な
風

金賞 BALMUDA GreenFan2+ EGF-1200-WK/WG

生活家電 扇風機 リビングファン みはり機能付きで熱中症対策 金賞 SHARP
プラズマクラスター扇
風機

PJ-C3DG

生活家電 扇風機 リビングファン 上下も首振りで使いやすい 金賞 ユーイング DC扇風機
Fando
UF-DHR30F

生活家電 扇風機 リビングファン 赤ちゃんにも安心のやさしい気流 金賞 TWINBIRD コアンダエア EF-D959W

生活家電 扇風機 リビングファン 上下も首振りで使いやすい 金賞 日立リビングサプライ HEF-DC1000

生活家電 扇風機 リビングファン 遠くまで風を届けて使いやすい 金賞 d-design kamomefan KAM-LV1３０２D

生活家電 扇風機 デザイン重視のスリムタイプ
イオン機能付きで洗濯物のニオイとりに
も

金賞 SHARP スリムイオンファン PF-FTC1

生活家電 扇風機 デザイン重視のスリムタイプ 省スペースでデザイン重視 金賞 Panasonic スリムファン
F-S1XJ

生活家電 扇風機 デザイン重視のスリムタイプ お手入れらくらく 金賞 DYSON
エアマルチプライアー
AM02 リビングファン

生活家電 扇風機 小型モデル DCモーター搭載 金賞 BALMUDA GreenFan mini EGF-2100-WK/WG

生活家電 扇風機 小型モデル ACモーター搭載 金賞 ±0
テーブルファン
X810(W/T/LM)

XQS-X810(W/T/LM)

生活家電 扇風機 コードレス 取り外せるバッテリーで汎用性が高い 金賞 BALMUDA
GreenFan2+ Cordless
model

EGF-1250-WK/WG

生活家電 扇風機 コードレス 持ち運びしやすい 金賞 SHARP コードレス3Dファン PJ-C2DBG

生活家電 扇風機 コードレス 安定性があって安心・安全 金賞 TOSHIBA SIENT+ Ｆ－ＤＬＲ３００Ｘ

生活家電 サーキュレーター デザイン性重視 金賞 Devetal
DCモーター　メタル
サーキュレーター12イ
ンチ

DVL-12CL

生活家電 サーキュレーター 定番モデル 金賞 VORNADO VFAN　クラシック VFAN-JP

生活家電 サーキュレーター DCモーター搭載 金賞 YAMAZEN
DCモーターサーキュ
レーター

YAR-PD18

生活家電 サーキュレーター 手頃なエントリークラス 金賞 IRIS efeel ENC-15K-W

冷蔵庫

キッチン・調理家電 冷蔵庫 中〜大容量タイプ（400L以上）ハイグレード 製氷にも技あり！ 金賞 SHARP
プラズマクラスター冷
蔵庫

SJ-GF60X

キッチン・調理家電 冷蔵庫 中〜大容量タイプ（400L以上）ハイグレード おいしく野菜保存 金賞 TOSHIBA VEGETA FXシリーズ/FXVシリーズ

キッチン・調理家電 冷蔵庫 中〜大容量タイプ（400L以上）ハイグレード チルド保存上手 金賞 HITACHI
スリーブ保存 真空チ
ルドSL

R-CX6700/R-Cシリーズ

キッチン・調理家電 冷蔵庫 中〜大容量タイプ（400L以上）ハイグレード 省スペースで設置性も抜群 金賞 MITSUBISHI
置けるスマート大増
量

JXシリーズ

キッチン・調理家電 冷蔵庫 中〜大容量タイプ（400L以上）ハイグレード たっぷり収納＆出し入れ上手 金賞 Panasonic XVシリーズ

キッチン・調理家電 冷蔵庫 中〜大容量タイプ（400L以上）スタンダード 金賞 Panasonic NR-F607T

キッチン・調理家電 冷蔵庫 中〜大容量タイプ（400L以上）スタンダード 銀賞 TOSHIBA VEGETA FSシリーズ

キッチン・調理家電 冷蔵庫 中〜大容量タイプ（400L以上）スタンダード 銅賞 HITACHI
スリーブ保存 真空
チルドSL

CMシリーズ

キッチン・調理家電 冷蔵庫  コンパクトタイプ（400L未満） レイアウトフリー 金賞 SHARP
プラズマクラスター冷
蔵庫

SJ-WA35Y

キッチン・調理家電 冷蔵庫  コンパクトタイプ（400L未満） デザイン重視 金賞 AQUA AQR-SD36B

キッチン・調理家電 冷蔵庫  コンパクトタイプ（400L未満） 単身におすすめ 金賞 MITSUBISHI MR-H26W



ジューサー／ミキサー／フードプロセッサー

キッチン・調理家電 ジューサー／ミキサー（ブレンダー） ミキサー 金賞 T-fal ミニマルチ
ルビーレッド
 BL126G71

キッチン・調理家電 ジューサー／ミキサー（ブレンダー） スロージューサー 金賞 SHARP
ヘルシオ　ジュースプ
レッソ

EJ-CP10B

キッチン・調理家電 ジューサー／ミキサー（ブレンダー） ジューサーミキサー 金賞 Panasonic MJ-M32

キッチン・調理家電 加熱ミキサー 温冷両用 金賞 Cuisinart クッキングブレンダー SBC-1000J

キッチン・調理家電 ハンディブレンダー（ハンディミキサー） 定番モデル 金賞 bamix
バーミックスM250ベーシックセッ
ト

キッチン・調理家電 フードプロセッサー 大容量向け 金賞 Cuisinart
フードプロセッサー1.0
Ｌモデル

DLC-100J

キッチン・調理家電 フードプロセッサー 小容量向け 金賞 De'Longhi
クアッドブレード プラ
ス ミニフードプロセッ
サー

DCP250-RN

炊飯器

キッチン・調理家電 炊飯器 プレミアム 多彩な炊き分け 金賞 MITSUBISHI 蒸気レスIH本炭釜 NJ-XW103J

キッチン・調理家電 炊飯器 プレミアム 多機能調理上手 金賞 SHARP ヘルシオ炊飯器 KS-PX10A

キッチン・調理家電 炊飯器 プレミアム かまどに迫る高温炊き 金賞 TIGER THE 炊きたて JKX-A100

キッチン・調理家電 炊飯器 プレミアム 真空で早炊きでもおいしい 金賞 TOSHIBA 鍛造かまど丸釜 VPFシリーズ

キッチン・調理家電 炊飯器 プレミアム スチーム＆可変圧力 金賞 Panasonic Wおどり炊き SPXシリーズ

キッチン・調理家電 炊飯器 プレミアム 真空熱封で長時間保温もおいしい 金賞 HITACHI
圧力&スチーム 真空
熱封

RZ-W2000K

キッチン・調理家電 炊飯器 小容量ハイグレード 多機能調理 金賞 TIGER
小容量IH炊飯ジャー
tacook

JKU-A550

キッチン・調理家電 炊飯器 小容量ハイグレード 本格派 金賞 MITSUBISHI 炭炊釜 NJ-SE064

ホームベーカリー

キッチン・調理家電 ホームベーカリー ハイグレード 金賞 Panasonic SD-BMS105

キッチン・調理家電 ホームベーカリー 上手にお米パン 金賞 Panasonic
ライスブレッドクッカー
GOPAN

SD-RBM1001

キッチン・調理家電 ホームベーカリー 使いやすい 金賞 T-fal マイブレッド
OW5511JP

キッチン・調理家電 ホームベーカリー スタンダード 金賞 siroca SHB-622

コーヒーメーカー／エスプレッソマシン

キッチン・調理家電 エスプレッソマシン 専用カプセルタイプ 金賞 Nespresso ラティシマプラス

キッチン・調理家電 エスプレッソマシン 専用カプセルタイプ 金賞
ネスカフェ　ドル
チェ　グスト　サー
コロ　レッドメタル

MD9742FS-RM

キッチン・調理家電 エスプレッソマシン フルオート 金賞 De'Longhi
マグニフィカS スペリ
オレ コンパクト全自
動エスプレッソマシン

ECAM23420SB

キッチン・調理家電 エスプレッソマシン フルオートプレミアムタイプ 金賞 saeco
エクセルシス ステン
レススチール

SUP 038

キッチン・調理家電 コーヒーメーカー 専用カプセルタイプ 金賞
ネスカフェ　ドル
チェ　グスト　サー
コロ　レッドメタル

MD9742FS-RM

キッチン・調理家電 コーヒーメーカー 多機能 金賞 Panasonic NC-A55P

キッチン・調理家電 コーヒーメーカー ステンレスポットタイプ 金賞 Melitta
アロマサーモステンレ
スⅡ

MKM-531/B、W

キッチン・調理家電 コーヒーメーカー オフィスユース 金賞

ネスカフェ　ゴール
ドブレンド　バリス
タ　プレミアムレッ
ド

PM9630-PR

キッチン・調理家電 コーヒーメーカー オフィスユース大容量 金賞 Russell Hobbs
ヘリテージコーヒー
メーカー（パープル／
クリーム／ブラック）

18499JP/18498JP/19730JP



電子オーブンレンジ／電子レンジ／トースター

キッチン・調理家電 電子オーブンレンジ “蒸し”上手 金賞 SHARP ヘルシオ AX-PX3

キッチン・調理家電 電子オーブンレンジ 高パフォーマンス 金賞 Panasonic 三ツ星ビストロ NE-BS1000

キッチン・調理家電 電子オーブンレンジ ベーカリー対応 金賞 HITACHI
ベーカリーレンジ ヘ
ルシーシェフ

MRO-BK1000

キッチン・調理家電 電子オーブンレンジ “焼き”上手 金賞 TOSHIBA 石釜ドーム ER-KD520

キッチン・調理家電 電子オーブンレンジ 使いやすい 金賞 MITSUBISHI 時・短・具／ジタング RG-GS1

キッチン・調理家電 電子オーブンレンジ 単身にもおすすめ 金賞 IRIS efeel EMO6012-W

キッチン・調理家電 電子レンジ 金賞 SHARP RE-TS1

キッチン・調理家電 電子レンジ 銀賞 TWINBIRD フラット電子レンジ DR-D257W

キッチン・調理家電 オーブントースター オーブン機能充実 金賞 TIGER やきたて KAE-S130

キッチン・調理家電 オーブントースター トースト上手 金賞 Panasonic オーブン＆トースター NB-G130

キッチン・調理家電 オーブントースター 省スペース 金賞 TWINBIRD
スリムオーブントース
ター

TS-D037PB

キッチン・調理家電 コンベクションオーブン スタンダード 金賞 siroca crossline SCO-113

キッチン・調理家電 コンベクションオーブン ハイグレード 金賞 De'Longhi
ミニコンベクション
オーブン

E420J-WS

キッチン・調理家電 コンベクションオーブン ノンフライヤー 金賞 Philips Nonfryer HD9220

電気ケトル

キッチン・調理家電 電気ケトル スタンダード 金賞 T-fal
アプレシア　プラス
カフェオレ0.8L

BF8051JP

キッチン・調理家電 電気ケトル 機能性 金賞 TIGER 電気ケトルわく子 PCH-A060

キッチン・調理家電 電気ケトル ドリップに最適 金賞 Russell Hobbs カフェケトル 7110JP

卓上調理家電

キッチン・調理家電 卓上調理家電 お父さんにもおすすめ 金賞 TIGER ホットプレートこれ１台 CPV-T130

キッチン・調理家電 卓上調理家電 おしゃれなプレート 金賞 T-fal オベーション CB585057

キッチン・調理家電 卓上調理家電 楽しく蒸し料理 金賞 T-fal スチームクッカー
ミニコンパクト デジタル
VC136170

キッチン・調理家電 卓上調理家電 手軽にミルクフォーム 金賞 Melitta Cremio（クレミオ） MJ-121

その他のキッチン家電・関連商品

キッチン・調理家電 その他 キッチン家電・関連商品 食器洗い乾燥機 金賞 Panasonic NP-TR6

キッチン・調理家電 その他 キッチン家電・関連商品 ポット型浄水器 金賞 TORAY トレビーノ PT304V

キッチン・調理家電 その他 キッチン家電・関連商品 ポット型浄水器 金賞 Cleansui クリンスイ ｸﾘﾝｽｲCP207

キッチン・調理家電 その他 キッチン家電・関連商品 ポット型浄水器 金賞 Cleansui クリンスイ ｸﾘﾝｽｲCP205

キッチン・調理家電 その他 キッチン家電・関連商品 蛇口直結型浄水器 金賞 TORAY トレビーノ MK205X

キッチン・調理家電 その他 キッチン家電・関連商品 蛇口直結型浄水器 金賞 Cleansui クリンスイ ｸﾘﾝｽｲCSP701

洗濯機

生活家電 洗濯機 タテ型　ハイグレード シワ・ムラ抑えた乾燥上手 金賞 SHARP
プラズマクラスター洗
濯乾燥機

ES-TX820

生活家電 洗濯機 タテ型　ハイグレード
洗濯槽も清潔、少ない水でも際立つ白
さ

金賞 HITACHI ビートウォッシュ BW-D9PV/D8PV/D7PV/D6PV

生活家電 洗濯機 タテ型　ハイグレード がんこな泥汚れもおまかせ 金賞 Panasonic NA-FR90S7

生活家電 洗濯機 タテ型　スタンダード 多彩な洗濯コース 金賞 AQUA AQW-VZ10A



生活家電 洗濯機 タテ型　スタンダード 節水力もバツグン 金賞 SHARP ES-GE70N

生活家電 洗濯機 タテ型　スタンダード 洗濯のたびに清潔 金賞 HITACHI ビートウォッシュ BW-10PV/9PV/8PV/7PV

生活家電 洗濯機 ドラム型 ゆとりを生む時短洗濯〜乾燥 金賞 SHARP
プラズマクラスター洗
濯乾燥機

ES-Z100

生活家電 洗濯機 ドラム型
バスマットもジーンズも洗えて時間に正
確

金賞 TOSHIBA ZABOON TW-Z9500

生活家電 洗濯機 ドラム型 ちょうどいい省スペース 金賞 Panasonic プチドラム NA-VH300L

生活家電 洗濯機 ドラム型 洗濯槽も清潔、乾燥上手 金賞 HITACHI
ヒートリサイクル風ア
イロンビッグドラム

BD-V9500

アイロン

生活家電 アイロン ハイグレード（本格仕様） 金賞 T-fal イージープレシング GV5240JO

生活家電 アイロン スタンダード 金賞 Panasonic カルル NI-WL701

生活家電 アイロン スタンダード 銀賞 T-fal フリームーブ9940 FV9940JO

生活家電 アイロン スタンダード 銅賞 TOSHIBA 美ラクル ラクー TA-FVX910

掃除機

生活家電 掃除機 キャニスタータイプ／紙パック式　ハイグレード 金賞 HITACHI かるパック CV-PW300

生活家電 掃除機 キャニスタータイプ／紙パック式　ハイグレード 銀賞 Electrolux エルゴスリーオート EET530SO／EET530CB

生活家電 掃除機 キャニスタータイプ／紙パック式　ハイグレード 銅賞 Panasonic MC-PA330GX

生活家電 掃除機 キャニスタータイプ／紙パック式　スタンダード 金賞 MITSUBISHI Be-K TC-FXC8P

生活家電 掃除機 キャニスタータイプ／紙パック式　スタンダード 銀賞 Panasonic MC-PK14A

生活家電 掃除機 キャニスタータイプ／サイクロン式　ハイグレード 金賞 MITSUBISHI 風神 TC-ZXC30P

生活家電 掃除機 キャニスタータイプ／サイクロン式　ハイグレード 銀賞 DYSON
DC48 モーターヘッド/DC48
タービンヘッド

生活家電 掃除機 キャニスタータイプ／サイクロン式　ハイグレード 銅賞 TOSHIBA TORNEO W VC-SG712

生活家電 掃除機 キャニスタータイプ／サイクロン式　スタンダード 金賞 TOSHIBA TORNEO V VC-SG512

生活家電 掃除機 キャニスタータイプ／サイクロン式　スタンダード 銀賞 Panasonic プチサクロン MC-SR20G

生活家電 掃除機 キャニスタータイプ／サイクロン式　スタンダード 銅賞 SHARP
プラズマクラスターサ
イクロン掃除機

EC-QX310

生活家電 掃除機 キャニスタータイプ コードレス 金賞 SHARP
コードレスサイクロン
掃除機

EC-DX100

生活家電 掃除機 スティックタイプ コードレス 金賞 DYSON
Digital Slim DC45 モーターヘッ
ド

生活家電 掃除機 スティックタイプ コードレス 銀賞 Panasonic MC-BJX3

生活家電 掃除機 スティックタイプ コードレス 銅賞 Electrolux
エルゴラピード　プラ
ス・ブラシクリーン

ZB2941／ZB2943

生活家電 掃除機 スティックタイプ サイクロン式 金賞 Panasonic MC-SU3100G

生活家電 掃除機 ハンディタイプ 濡れぶきも空ぶきも使える 金賞 Electrolux
ラピード　ウェットアン
ドドライ

ZB4104WD

生活家電 掃除機 ハンディタイプ 汎用性が高く稼働しやすい 金賞 Black & Decker フロアフレキシー PD1800LI

生活家電 掃除機 ハンディタイプ コード式 パワー重視 金賞 TWINBIRD
パワーハンディーク
リーナー　ハンディー
ジェットサイクロンＥＸ

HC-E251GY

生活家電 掃除機 ロボットタイプ 金賞 iRobot ルンバ770/780

生活家電 掃除機 ロボットタイプ 銀賞 SHARP COCOROBO RX-V60

生活家電 掃除機 ロボットタイプ 銅賞 TOSHIBA Smarbo V VC-RB8000

生活家電 その他 高圧洗浄機 金賞 KÄRCHER ベランダクリーナー ベランダクリーナー

生活家電 その他 スチームクリーナー 金賞 Black & Decker
２in1スチームモップ＆
クリーナー

FSM1210



空気清浄機

生活家電 空気清浄機 金賞 BALMUDA JetClean EJT-1000-WK

生活家電 空気清浄機 銀賞 Blueair ブルーエア450E

生活家電 空気清浄機 銅賞 cado AP-C700

生活家電 除湿・加湿空気清浄機 金賞 HITACHI
プロアクティブ　クリエ
ア

EP-HV1000

生活家電 脱臭機・超小型空気清浄機 金賞 FUJITSU PLAZION DAS-15B

生活家電 脱臭機・超小型空気清浄機 銀賞 Blueair ブルーエア ミニ

生活家電 脱臭機・超小型空気清浄機 銅賞 SHARP
プラズマクラスターイ
オン発生機

IG-EX20

生活家電 加湿空気清浄機 ハイグレード 金賞 DAIKIN うるおい光クリエール MCK70N

生活家電 加湿空気清浄機 ハイグレード 銀賞 SHARP
プラズマクラスター空
気清浄機

BXシリーズ

生活家電 加湿空気清浄機 ハイグレード 銅賞 Panasonic F-VXH80/VXH70

生活家電 加湿空気清浄機　スタンダード 金賞 SHARP
プラズマクラスター空
気清浄機

Bシリーズ

生活家電 加湿空気清浄機　スタンダード 銀賞 TOSHIBA uLos ウルオス CAF-KP40X

生活家電 加湿空気清浄機　スタンダード 銅賞 DAIKIN うるおい光クリエール MCK55N

ふとん乾燥機／除湿器

生活家電 ふとん乾燥機 金賞 SHARP
プラズマクラスター乾
燥機

DI-BD1S

生活家電 ふとん乾燥機 銀賞 MITSUBISHI AD-U70LS

生活家電 除湿器 コンプレッサータイプ 金賞 MITSUBISHI MJ-120GX

生活家電 除湿器  ハイブリッドタイプ 銀賞 Panasonic F-YHJX120

温水洗浄便座

生活家電 温水洗浄便座 ノズルも清潔 金賞 TOTO ウォシュレット KMシリーズ

生活家電 温水洗浄便座 節電上手 金賞 Panasonic ビューティ・トワレ WFシリーズ

LED照明器具

生活家電 LED照明器具 リビング向け 金賞 Panasonic EVERLEDS HH-LC712A/512A/711A/511A

生活家電 LED照明器具 リビング向け 金賞 TOSHIBA E-CORE LEDH84012Y-LC

生活家電 LED照明器具 ダイニング向け 金賞 SHARP DL-PD05K

生活家電 LED照明器具 寝室向け 金賞 SHARP DL-C514K

生活家電 LED照明器具 寝室向け 金賞 NEC CrossFeel

HLDCB0821SP／
HLDCD1221SP／
HLDCB0822SP／
HLDCD1222SP

生活家電 LED照明器具 和室向け 金賞 HITACHI LEC-BH730/630/530

生活家電 LED照明器具 和室向けペンダントタイプ 金賞 HITACHI 和風タイプ  木製枠

LEP-CA_01BJシリーズ（12畳、8
畳）/LEP-CA_02BJシリーズ（12
畳、8畳）/LEP-CA_00BJシリー
ズ（12畳、8畳）

生活家電 LED照明器具 こども部屋向け 金賞 Panasonic EVERLEDS HH-LC463A

生活家電 LED照明器具 こども部屋向け 金賞 HITACHI LEC-AH601A

生活家電 LEDスタンド こども向け 金賞 TWINBIRD
ＬＥＤキッズデスクライ
ト

LE-H501W

生活家電 LEDスタンド 書斎向け 金賞 Z-LIGHT Z-7

生活家電 LEDスタンド 書斎向け 銀賞 NEC LIFELED'S
HSD22001W-D24/HSD22001K-
D24



電気シェーバー（男性用）

理美容家電 電気シェーバー（男性用） お風呂でも使える 金賞 Panasonic ラムダッシュ ES-ST25

理美容家電 電気シェーバー（男性用） 切れ味よし 金賞 HITACHI ジーソード RM-LTX7D/RM-LTX6D

理美容家電 電気シェーバー（男性用） ひんやり肌をいためない 金賞 BRAUN クールテック CT6ｃｃ/CT4ｓ

理美容家電 電気シェーバー（男性用） 深剃り 金賞 BRAUN シリーズ7 790cc-6

理美容家電 電気シェーバー（男性用） 肌にやさしい 金賞 Philips センソタッチ3D RQ1251CC

電動歯ブラシ

理美容家電 電動ハブラシ 携帯向け 金賞 Panasonic ポケットドルツ EW-DS24

理美容家電 電動ハブラシ スタンダード 金賞 Panasonic ドルツ EW-DL32

理美容家電 電動ハブラシ ハイグレード回転式 金賞 BRAUN
オーラルB5000　デン
タプライド

D345355X

理美容家電 電動ハブラシ ハイグレード音波振動式 金賞 Philips
ソニッケアー ダイヤ
モンドクリーン

HX9333

理美容家電 電動ハブラシ オーラルケア 金賞 Philips
ソニッケアー　エアー
フロス

HX8111

ヘアドアライヤー／ヘアアイロン

理美容家電 ヘアドライヤー 美容液で髪エステ 金賞 Bijouna エステドライヤー KBE-1500/P/W

理美容家電 ヘアドライヤー コンパクト高機能 金賞 SHARP IB-HD52

理美容家電 ヘアドライヤー スキンモードで肌もうるおう 金賞 Panasonic ナノケア EH-NA95

理美容家電 ヘアアイロン 金賞 ヴィダルサスーン
マジックシャイン　ス
チームストレートアイ
ロン

VSS-9100/R

理美容家電 ヘアアイロン 銀賞 Panasonic ミニコテ3Way EH-HW24

理美容家電 ヘアアイロン 銅賞 TiNY
コードレスストレートア
イロン

KCC-1510/A/P/W

理美容家電 カールドライヤー 金賞 コイズミ
バックステージ　マイ
ナスイオンカーリング
ドライヤー

KHC-5100/P

理美容家電 カールドライヤー 銀賞 Panasonic くるくるドライヤー EH-KN94

その他の理美容家電

理美容家電 その他の理美容家電 脱毛器 金賞 no!no!HAIR
no!no!HAIR DX(デ
ラックス）

STA165W

理美容家電 その他の理美容家電 ベッドサイドモイスチャー 金賞 SHARP
プラズマクラスター
ベッドサイドモイス
チャー

IB-BS12-W

理美容家電 その他の理美容家電 携帯ミスト 金賞 OMENS 携帯ミスト KMC-0330/W

理美容家電 その他の理美容家電 美顔器 金賞 Bijouna 超音波美顔器 KBE-1700/N

理美容家電 その他の理美容家電 保湿サポート器 金賞 HITACHI
ハダクリエ ホット&
クール

CM-N2000

理美容家電 その他の理美容家電 毛穴クレンジング器 金賞 HITACHI
フェイスクリエ　イオン
クレンジング器

NC-552

理美容家電 その他の理美容家電 タッピング美顔器 金賞 YA-MAN フェイササイズPlus

理美容家電 その他の理美容家電 美顔器 金賞 YA-MAN
プラチナホワイト
トルネードローラーEMS

お風呂テレビ

その他 お風呂テレビ 金賞 TWINBIRD
防水ワイヤレステレビ
ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＺＡＢＡ
ＤＹ

VW-J108W

その他 お風呂テレビ 金賞 TWINBIRD

ポータブル防水ブ
ルーレイディスクプ
レーヤー　ＢＬＵ－ＲＡ
Ｙ　ＺＡＢＡＤＹ

BR-J921W

その他 お風呂テレビ 金賞 Panasonic ビエラ SV-ME7000


