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専門家約 40 名が注目の白物家電を審査する

「All About 家電 AWARD 2013 年上期」
お掃除ロボット、LED 照明など 4 部門 16 商品が受賞決定！
総合情報サイト「All About」を運営する株式会社オールアバウト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼
CEO：江幡哲也）は、All About ユーザ対象のアンケートに基づいて設定した注目の白物家電・4 部門の中から、
All About のガイド約 40 名が優れた商品を選出する「All About 家電 AWARD 2013 年上期」を開催し、延べ 16
商品を表彰しました。

■「All
■「All About 家電 AWARD 2013 年上期」の
年上期」の URL：
URL：http://allabout.co.jp/matome/cl000000001114/

同アワードは、All About ユーザ約 1,000 人へ実施した「今欲しい家電」のアンケート調査をもとに、最も注目度の
高い白物家電を①LED シーリングライト②空気清浄機③お掃除ロボット④ホームベーカリーの 4 部門に設定。All
About ガイドが部門別に商品を審査するものです。

審査対象商品は、編集部がノミネートした各部門で売れ筋の商品もしくはフラッグシップモデルの計 29 商品。こ
れらを 6 月 17 日～20 日の 4 日間に渡り、家電、住宅、料理レシピ、家事、育児など All About の各専門領域の
ガイド（専門家）約 40 名が、実際に商品に触れる形式で審査、投票を行いました。機能性やデザイン性、コスト
パフォーマンスなどの観点から評価した結果、合計で 4 部門 16 商品の受賞が決定しました。

家電は個人のライフスタイルによって、最適な機能やデザイン、妥当な価格等が異なります。同アワードでは、
各部門に 4 種類の賞を設け、それぞれの商品の評価ポイントを明確にすることで、消費者個々人が“自分のライ
フスタイルにあった商品”を選びやすくなることを目指しております。

なお、部門各賞を受賞した商品には「All About 家電 AWARD 2013 年上期受賞ロゴ」を贈呈します。

■各部門の総評と受賞商品
各部門の総評と受賞商品の一例
受賞商品の一例

ホームベーカリー部門

空気洗浄機部門

ホームベーカリーの機能は十二分に充実し、各社ます
ホームベーカリーの機能は十二分に充実し、各社ますま
すクオリティの高いパンが家庭で楽しめるようになりまし
た。美味しさはどのホームベーカリーも合格点、必要な機
能や作りたいパンの種類、価格、サイズ、デザインなど、
優先順位を決めて選んでいくのがいいでしょう。
ズバリ買い時です！
All About 「簡単スピード料理」ガイド 野口英世氏

国産大手メーカーの他、海外・新興メーカーなどから多く
の製品が発売されているジャンル。集じん・脱臭など基本
の空気清浄機技術に加え、イオン発生の有無やフィルタ
ーの交換要・不要など、各社の個性がハッキリ伺えまし
た。そんな各社のこだわりが、各賞となりました。
All About 「家電」ガイド 戸井田園子氏

【グルメ賞】 SDSD-BMS105 （パナソニック）

【技術賞】 うるおい光クリエール MCK70N （ダイキン工業）

お掃除ロボット部門

LED シーリングライト部門

2 万円程度の安価なモデルから 7 万円以上の高級モデル
までバリエーションが増え、個性豊かなお掃除ロボットが
登場しています。ただ、掃除能力や使い勝手を考えると
やはりプレミアムタイプが高評価ということに。今後は日
本の家庭にあった小型のお掃除ロボットにも注目です。
All About 「家電」ガイド 神原サリー氏

LED シーリングライト器具の発展は目覚ましく、単に明る
いだけではなく雰囲気に寄与する調光、調色機能をもつ
ものがもはや普通になりつつあります。どのメーカーも甲
乙つけがたく、結局、器具デザインと光の効果に重点を
おいて評価した結果が各賞になっています。
All
All About 「照明」ガイド 中島龍興氏

【クリーン賞】 ルンバ 780 （アイロボット）
（アイロボット）

【デザイン賞】 VERLEDS HHHH-LC712（パナソニック
LC712（パナソニック

■「
「All About 家電 AWARD 2013 年上期」 開催概要

【審査会開催時期】

2013 年 6 月 17 日～20 日

【審査方法】

１．All About ユーザへのアンケートに基づき、対象部門を決定
２．All About ガイド約 40 名による審査会
審査会場にて、ノミネート商品にガイドが実際に触れた上で
機能性、デザイン性、コストパフォーマンス等の項目ごとに評価。
集計の結果、受賞商品が決定。

【審 査 員】

All About ガイド約 40 名
（専門領域 ： 家電、住宅、料理レシピ、グッズ、家事、育児など）

【表

ホームベーカリー部門
お得で賞・バラエティ賞・グルメ賞・技術賞

彰】

空気清浄機部門
技術賞・クリーン賞・お手入れ賞・静かで賞

お掃除ロボット部門
お得で賞・静かで賞・多機能賞・クリーン賞

LED シーリングライト部門
省エネ賞・明るいで賞・ユニーク賞・デザイン賞

■参考資料：受賞商品一覧

部門
ホームベーカリー
空気清浄機
お掃除ロボット
ＬＥＤ

シーリングライト

賞名

商品名

メーカー名

お得で賞

siroca ホームベーカリー SHB-612

株式会社オークセール

バラエティ賞

ふっくらパン屋さん HBK-151

エムケー精工株式会社

グルメ賞

SD-BMS105

パナソニック株式会社

技術賞

ライスブレッドクッカーSD-BM1001

パナソニック株式会社

技術賞

うるおい光クリエール MCK70N

ダイキン工業株式会社

クリーン賞

ブルーエア 450E

ブルーエア日本総代理店

お手入れ賞

AP-C300

株式会社 カドー

静かで賞

ウルオス CAF-KP50X

東芝ホームアプライアンス株式会社

お得で賞

スマーボ V VC-RB8000

東芝ホームアプライアンス株式会社

静かで賞

ホームボット スクエア VR6260LVM

LG Electronics Japan 株式会社

多機能賞

COCOROBO RX-V100

シャープ株式会社

クリーン賞

ルンバ 780

省エネ賞

ECOHiLUX CL12DL-PHSL

アイリスオーヤマ株式会社

明るいで賞

LEC-AHS1810BC

日立アプライアンス株式会社

ユニーク賞

CrossFeel HLDCD1221SP

ＮＥＣライティング株式会社

デザイン賞

EVERLEDS HH-LC712

パナソニック株式会社

アイロボット日本総代理店

All Aboutについて
Aboutについて http://allabout.co.jp/
http://allabout.co.jp/
大日本印刷株式会社と株式会社リクルートホールディングスを大株主とする株式会社オールアバウトが運営、
約1,200のテーマごとに、専門の知識や経験を持った人＝「ガイド」が、その分野に関する情報を提供する総合情
報サイトです。2001年2月15日のサイトオープン以来、順調にユーザ数を伸ばし、月間総利用者数は約2,870万
人（2013年5月実績、スマートフォン、モバイル含む）となっています。独自記事の展開を中心にシステムだけで
は到達しない満足度へ"人"が編集・ナビゲートするサービスです。
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