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2015年 12月 2日 

株式会社オールアバウト 
 

家電を知り尽す専門家達が、今年の逸品を選出 

「All About 家電アワード 2015」 

全 24 部門の受賞商品が決定 
 
 

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：江幡 哲也）は、「All About 家電アワード 2015」を実施、最新の家電事情に精通した 7 名の All 

Aboutガイドが、今年最も感動や驚きを感じた家電を、キッチン、掃除・洗濯など 5カテゴリー・全 24

部門から、計 80点を選出しました。 
 
 
 
 
 
当アワードは、信頼性の高い専門家のお墨付きとともに、それぞれのライフスタイルに沿った最新の家

電情報を提供することで、生活者に満足感を与える購買体験をサポートすることを目指します。 
 
All About 家電アワード 2015の URL：http://allabout.co.jp/feature/sp_kadenaward2015/ 
 

■受賞商品一例 
キッチンカテゴリー 掃除・洗濯カテゴリー 

電子レンジ・ 
オーブンレンジ部門 

シャープ 
ヘルシオ＜AX-XP200＞ 

その他部門 
バルミューダ バルミューダ 
ザ・トースター＜K01A＞ 

布団クリーナー部門 
東芝 トルネオ V  

コードレス＜VC-CLF1＞ 

ロボット掃除機部門 
アイロボット ルンバ 980  

「レシピいらず、はかりいらず、
解凍いらず」で調理ができる「ま
かせて調理」が秀逸。 

(戸井田) 

高価ではあるが、チーズトースト
なども表面をしっかりと焦がすこ
とができ、これまでのトースター

とは一線を画す出来。(コヤマ) 

コードレスと思えない吸引力の確
かさと軽さが両立している。ゴミ
残しまセンサーでゴミの有無を目

で確認しながら掃除が出来るのも
便利。(神原) 

これまでのルンバのパターンをあ
えて変更し、より高い掃除能力を
広い面積に向けて実現した点は、

間違いなくナンバーワン。(滝田) 

空調関連家電カテゴリー 健康・美容カテゴリー 
エアコン部門 

三菱電機  霧ヶ峰 FZ シリーズ 
扇風機･サーキュレーター部門 
ダイソン Dyson Pure Cool 

空気清浄機能付ファン 

シェーバー部門 
ブラウン シリーズ 9<9090cc> 

健康家電部門 
パナソニック  骨盤おしりリフレ 

＜EW-NA75＞  

新搭載の「温冷感センサー」で、
一人ひとりの体感温度を感知

し、それぞれの感覚に合わせて
吹き分けてくれる。(安蔵) 

羽根のない扇風機に微細なゴミな
どもしっかりと取り除く空気清浄

機能を搭載。1台で両方の機能を搭
載しているのがポイント。(コヤ
マ) 

2種類の刃からなる「人工知能デュ
アル連動刃」が秀逸。最新の金属加

工技術によって実現した薄い刃が
肌の上でスムーズに滑り、優しく
剃れる。(藤村) 

コンパクトだが、12個のエアーバ
ックでしっかりと骨盤を引き締め

られる。置き場所にも困らない上、
どんな姿勢でもケアができる。(戸
井田) 



 

■審査員ガイドの 2015 年家電業界注目トピックス 

「家電」ガイド 

戸井田園子氏 

●「ふとん掃除機」「コードレススティッククリーナー」「小釜」のよう

な、一部のメーカーだけが手がけていたジャンルが定番ジャンルとして

確立。 

●「ハイアール」と、「amadana」の協業のような、日本の高い技術と

日本らしいデザインが融合した製品がどんどん増えていくことに期待。 

「家電」ガイド 

神原サリー氏 

●“高級オーブントースター”など、新しい視点で開発した特化型の家電

に注目が集まり、業界を盛り上げてくれた。 

●デザインが美しくて使い心地がよい、メイド・イン・ジャパン回帰の

傾向も顕著に。 

 

「家電」ガイド 

滝田勝紀氏 

●家電の業界において、これまで誰も試したことがないやり方で、新た

なビジネススタイルを模索している「ハイアール」の定額ビジネスに注

目。 

「パソコン周辺機器」ガイド 

安蔵靖志氏 

●空気清浄機などの海外メーカーや国内ベンチャーが活発なジャンル

を皮切りに、大手メーカーがデザイン性の高い単機能製品にかなり注力

するようになった。 

 

「パソコン」ガイド 

コヤマタカヒロ氏 

●多機能化から単機能の向上が見られた昨年の流れを組んで、今年は付

加機能を追加するのではなく、基本性能を見直し、進化した製品が多く

見られた。 

「美容家電･育児用品」ガイド 

田中真紀子氏 

●手軽に使える商品の普及が進んだことで、ワンランク上の美容家電を

求める人が増えている。今後、多少高額でも、今までサロンでしかでき

なかったような本格ケアが自宅でできるタイプの商品が続々登場して

くることが予想される。 

 

 

 

 

 



 

■「All About 家電アワード 2015」 実施概要 

【対象商品】 

2015年 1月～10月上旬に発売・発表された白物家電 

※一部、2014年発売の商品も含みます 

 

【審査方法】 

全 24部門につき 7人の All Aboutガイドが、各部門において優秀だと思う商品を 1点、計 80点選出。 

 

【審査員】 

戸井田園子氏、神原サリー氏、滝田勝紀氏、安蔵靖志氏、コヤマタカヒロ氏、 

田中真紀子氏、藤村岳氏※シェーバー部門のみ 

 

 

■「All About」について http://allabout.co.jp/ 

大日本印刷株式会社を大株主とする株式会社オールアバウトが運営する All Aboutは、約 1,300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

3,150万人(2015年 7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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先： 

株式会社オールアバウト 広報担当：柏原・栁 

TEL：03-6362-1309  FAX：03-6682-4229 

E-mail：pr@staff.allabout.co.jp 

mailto:pr@staff.allabout.co.jp


 

■参考資料 受賞商品一覧 
＜キッチンカテゴリー＞ 

冷蔵庫 炊飯器 
・三菱電機 置けるスマート大容量WX/JXシリーズ 

・東芝 マジック大容量 FVシリーズ 
・パナソニック トップユニット冷蔵庫<NR-JD5100V> 

・日立 真空チルド プレミアム Xシリーズ 

・ZOJIRUSHI 南部鉄器極め羽釜＜NP-QS06＞ 
・東芝 備長炭かまど本羽釜(2.5合炊き)＜RC-4ZWJ＞ 

・三菱電機 本炭釜 KAMADO＜NJ-AW106＞ 

・東芝 備長炭かまど本羽釜（5.5合炊き）＜RC-10ZWH＞ 

電子レンジ・オーブンレンジ コーヒーメーカー 

・シャープ ヘルシオ＜AX-XP200＞ 
・パナソニック 3つ星ビストロ ＜NE-BS1200＞ 

・デロンギ スフォルナトゥット 
コンベクションオーブン<EO12562J> 

・ZOJIRUSHI 珈琲通＜EC-NA40＞ 
・UCC上島珈琲 UCCドリップポッド DP1 

・パナソニック 沸騰浄水コーヒーメーカー<NC-A56> 

・siroca 全自動コーヒーメーカー＜STC-401＞ 
・タイガー魔法瓶 コーヒーメーカー＜カフェバリエ＞ 

＜ACT-B040＞ 

その他 
・バルミューダ バルミューダ ザ・トースター<K01A> 

・パナソニック スモーク＆ロースター けむらん亭 
＜NF-RT1000＞ 

・ティファール Cook4me（クックフォーミー）＜CY7011JP＞ 

・シャープ ヘルシオホットクック＜KN-HT99A＞ 
・amadana オーブントースター（タテ型）＜ATT-T11＞  

＜空調関連家電カテゴリー＞ 
エアコン 扇風機・サーキュレータ― 

・三菱電機 霧ヶ峰 FZ シリーズ 
・富士通ゼネラル ノクリア Xシリーズ 

・パナソニック Xシリーズ 極上冷暖房モデル 

・ダイソン Dyson Pure Cool空気清浄機能付ファン 
・パナソニック 創風機「Q」＜F-BL25Z＞ 

・ドウシシャ PIERIA DCフォールディングファン<FLQ-251D> 

空気清浄機 加湿器 
・シャープ プラズマクラスター空気清浄機 S-style<FP-FX2> 

・ダイキン 加湿ストリーマ空気清浄機 スリムタワー型 
＜MCK55S-D＞ 

・ダイソン Dyson Pure Cool空気清浄機能付ファン 

・シャープ プラズマクラスター加湿機 S-style<HV-EX30> 

・カドー 加湿器＜HM-C610S＞ 
・ダイソン Dyson Hygienic Mist加湿器 

・オムロンヘルスケア パーソナル保湿機＜HSH-101＞ 

除湿機（衣類乾燥） 
・ZOJIRUSHI 衣類乾燥除湿機 

サーキュレート ドライ＜RJ-XA70＞ 
・三菱電機 部屋干し３Dムーブアイ＜MJ-120KX＞ 

・シャープ プラズマクラスター除湿機<CV-EF120> 
・パナソニック 衣類乾燥除湿機＜F-YHLX120＞ 

 
＜設備家電カテゴリー＞ 

LED シーリングライト 設備関連全般 
・日立 LEDシーリング[ひろびろ光]搭載タイプ 

・パナソニック LEDシーリングライト＜HH-LC714A＞ 
・パナソニック LEDシーリングライト＜HH-LC721A＞ 
・アイリスオーヤマ ECOHiLUX＜CL12DL-CF1＞ 

・三菱電機 iNSTICK ＜HC-VXE20P＞ 
・ダイソン Jake Dyson Light CYCS タスクライト 

・ソニー LED電球スピーカー＜LSPX-100E26J＞ 
 

＜掃除・洗濯カテゴリー＞ 
キャニスター型掃除機 ロボット掃除機 

・三菱電機 風神＜TC-ZXE30P＞ 
・パナソニック ダブルメタル プチサイクロン<MC-SR530G> 

・アイロボット ルンバ 980 
・パナソニック RULO（ルーロ）＜MC-RS1＞ 

コードレス掃除機 布団クリーナー 

・エレクトロラックス エルゴラピード・リチウム 
＜ZB3114AK/ZB3113AK＞ 

・東芝 トルネオ V コードレス＜VC-CL1200＞ 

・日立 パワーブーストサイクロン＜PV-BC500＞ 

・東芝 トルネオ V コードレス＜VC-CLF1＞ 
・パナソニック ふとん掃除機＜MC-DF500G＞ 

・シャープ サイクロンふとん掃除機 Cornet(コロネ)<EC-HX100> 

・ダイソン Dyson V6 マットレス 
・レイコップ・ジャパン レイコップ RS2 

タテ型洗濯機 ドラム式洗濯機 

・日立 ビートウォッシュ＜BW-D11XWV＞ 
・ハイアール アジア スラッシュ＜AQW-GT800＞ 

・パナソニック Jコンセプト＜NA-JFA801＞ 

・シャープ プラズマクラスター洗濯乾燥機<ES-Z210> 

・日立 ビッグドラム スリム＜BD-ST9800＞ 
・パナソニック Cuble（キューブル）シリーズ 

・パナソニック ななめドラム洗濯乾燥機<NA－VX9600> 

その他 

・ハイアール アジア AQUA COTON(コトン)＜HCW-HW1＞ ・ハイアール アジア AQUA Racooon(ラクーン)<AHW-SR1>  
＜健康・美容カテゴリー＞ 

電動歯ブラシ シェーバー 

・フィリップス フレックスケアープラチナ＜HX9172/28＞ 
・パナソニック 音波振動ハブラシ ドルツ<EW-DE54> 

・フィリップス ソニッケアー  

ダイヤモンドクリーン＜HX9308/80＞ 

・ブラウン シリーズ 9＜9090cc＞ 
・フィリップス Shaver series 7000 

ウェット＆ドライ電気シェーバー 
・フィリップス Shaver series 9000 
ウェット＆ドライ電気シェーバー 

ドライヤー 美容家電 

・ヤーマン スカルプドライヤー＜HC−6T＞ 
･パナソニック ヘアードライヤー<EH-XD10＞ 

・フィリップス ビザピュア アドバンス<SC5320/10> 

・ヤーマン H/C Beauteピュア水素水スチーマー＜IS-94W＞ 
・パナソニック 頭皮エステ スカルプ D メカノバイオ＜EH-SHM87＞ 

健康家電 
・パナソニック エアーマッサージャー 

骨盤おしりリフレ＜EW-NA75＞ 

・パナソニック リアルプロ＜EP-MA86M＞ 

・パナソニック ビューティトレーニング 

［ラン･ウォーク用ウエスト］＜ES-WB60＞ 
 

http://mtx.allabout.co.jp/rd/ur_301.php?v=r&p=m&aapage=http://allabout.co.jp/matome/preview/GBo%3DNvLRK09IAjMaS49zKGtfo0hxijJi4NHQ/&gs=&type=compi&id=&url=http://panasonic.jp/soji/rulo/
http://mtx.allabout.co.jp/rd/ur_301.php?v=r&p=m&aapage=http://allabout.co.jp/matome/preview/GBo%3DNvLRK09IAjMaS49zKGtfoLomijJi4NHQ/&gs=&type=compi&id=&url=http://aqua-has.com/coton/

