
 
 
 
Press Release 

2017 年 12 ⽉ 6 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 2017」 

全 21 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、代表取締役社⻑︓江幡 哲也）は、「All About 家電アワード 2017」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 6 カテゴリー・全 21 部⾨から、計 69 点選出しまし
た。なお今年から、⻑く愛される商品に贈る「ロングセラー賞」を新設し、５点選出し
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 2017 の URL︓https://allabout.co.jp/feature/sp_kadenaward2017/ 
 
■受賞商品⼀例 

キッチン家電カテゴリー 空調関連家電カテゴリー 設備家電カテゴリー 掃除機カテゴリー 
 

炊飯器部⾨ 
愛知ドビー 

バーミキュラ  
ライスポット 

 

 
扇⾵機・サーキュレーター部⾨

ドウシシャ 
Kamomefan F シリーズ  
FKLS-201D/SLKF-201D 

 

空調/設備関連家電部⾨ 
パナソニック  

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 
「ジアイーノ」 

 

 
キャニスター型掃除機部⾨ 

東芝 
VC-NX シリーズ 

 

炊飯器に新しい波を起こした
ことを⼤きく評価。ガス⽕で炊
くことを電化したことで、誰で
もいつでもコンスタントに美
味しい炊き上がりを楽しめる
ようになった。 (⼾井⽥) 

DC モーターとカモメの⽻根にヒ
ントを得たというファンにより
優しい⾵を実現している。さらに
折りたたみ式の三脚構造を採⽤
しているため、使っていない時に
省スペースで収納可能。(コヤマ)

⽔と塩タブレットをセットする
だけで「次亜塩素酸」を⽣成し、
部屋の中を福祉施設レベルに清
潔にしてくれるのが魅⼒。病原菌
からできるだけ体を守りたいと
いう⼈にオススメ。 (安蔵)

キャニスターの弱点である取り
回しの悪さや機動⼒の低さをス
マートに解決したコードレスタ
イプのキャニスター。この新しい
流れのもっとも先端を⾏ってい
るところを評価。（滝⽥）

洗濯機カテゴリー 健康・美容家電カテゴリー ロングセラー賞 
 

ドラム式洗濯機部⾨ 
パナソニック 

ななめドラム洗濯乾燥機  
NA-VX9800 

 
 

 
電動⻭ブラシ部⾨ 

フィリップス ソニッケアー 
ダイヤモンドクリーン 

ブラウン  
シリーズ 9 

 

 
ダイソン 

コードレスステッィック 
 

液体洗剤や柔軟剤を洗濯物の
量に合わせて⾃動で計量、投⼊
してくれるとは驚き。「ナノイ
ーX」による花粉、ニオイ抑制効
果も嬉しいです。 (⽥中) 

専⽤アプリと連動して、磨き⽅の
癖を確認できる。⻭磨きの時間は
⾃分で把握できますが、当て⽅や
強さというのは、⻭医者などで指
導を受けないとなかなか教えて
もらえないので、⽇々のケアを客
観的に⾒直せるのが秀逸。(伊森)

⼈⼯知能と⾳波テクノロジーに
よってよく剃れます。ディープキ
ャッチ網刃も素晴らしく様々な
くせヒゲに対応し、そり残しの多
いアゴ下や⼝元にピタリとフィ
ット。⼀度で剃れるから肌にも優
しくいいこと尽くめ。(藤村)

サイクロン⽣みの親であるダイ
ソンの圧倒的な吸引⼒はさす
が︕細かな粉状のホコリやペッ
トの⽑も、しっかり吸い込んでく
れるパワーは安⼼感があり、数あ
るクリーナーの中から、いざとい
う時はダイソン頼りに。(⼾井⽥)



 
■審査員ガイドの 2017 年家電業界注⽬トピックス 
 

「家電」ガイド ⼾井⽥園⼦⽒

●炊飯器やコーヒーマシンに第 3 ウェーブ 
家電メーカーではないバーミキュラや、バルミューダ・アイリスオーヤマなど新興家
電メーカーの参⼊が相次いだ 2017 年冒頭。今までにない新たな炊き⽅の提案がされ
ていたのが⾮常に興味深かったです。「ご飯」は⽇本⼈とって特別な⾷べ物だからこそ、
消費者にとって選択肢が増えるのは歓迎すべきこと。同様の流れを「コーヒー関係の
家電」にも感じました。特に家庭⽤焙煎機が登場し注⽬された流れなどは、消費者が
⽣活の質を上げることに前向きだということが伺えます。 

 
「家電」ガイド 滝⽥勝紀⽒

●洗練された IoT 家電が続々 
IoT 家電が単にスマートフォンと接続するだけのお飾り的だったものから、だんだん
と実⽤性が⾼いものへと進化し始めた年でした。クラウド上にレシピがどんどん増え
ることで、家庭の料理のバリーエーションを増やしてくれたり、空気の汚れを可視化
して、きれいに清浄してくれたり、あったらいいなという、未来的な使い⽅ができる
ものもだんだんと増えてきたので、来年はさらに家電が便利になると期待しています。

「パソコン周辺機器」ガイド 
安蔵靖志⽒ 

●「スマート家電」の普及・進化 
さまざまなカテゴリーで、スマホと連携する「スマート家電」が増えてきました。
Amazon Echo や Google Home、LINE の Clova WAVE などのスマートスピーカー
の登場によって、2018 年はその流れがどんどん加速していくでしょう。スマホとの連
携を前提としたものではなく、「スマホを使うことでさらに便利に使える」というスタ
イルの機器が出てきているので、スマホを使いこなせない⼈でも問題なく使えるはず
です。 

 
「パソコン」ガイド 
コヤマタカヒロ⽒ 

●IoT 家電の本格的な普及が始まる。 
各ジャンルのベストアイテムの中にも、Wi-Fi 対応モデルやスマホ連携機能搭載モデ
ルが増加。年末に登場したスマートスピーカーを利⽤することで、⾳声操作ができる
モデルも多く、今後さらに増えていくと予想できます。トレンドはスマホからスマー
トスピーカーに移り、家電の多くは、⾳声操作を経て、AI により⾃動制御されていく
ことになりそうです。そんな未来が⾒え始めた⼀年でした。 

「美容家電･育児⽤品」ガイド 
⽥中真紀⼦⽒ 

●まだまだ伸びる美容家電業界、機器もより本格的に 
昨年のダイソンに続き、今年はアイリスオーヤマもドライヤーから、美容家電業界に
参⼊しました。またシェア No.1 を誇るパナソニックが銀座に「Panasonic Beauty 
SALON」をオープンするなど、美容家電事業に本腰を⼊れる姿勢を⾒せています。継
続して使えば結果を出してくれるものも多い美容家電。今後も本格的なケア製品の登
場とともに、⾃宅エステがさらに普及していきそうです。 

「家電マーケティング」ガイド 
伊森ちづる⽒ 

●IoT 家電普及、スマートスピーカー加速するか。 
ダイソンやブルーエアーの空気清浄機、シャープの AIoT 家電など、⽩物家電でも IoT
化が進んでいます。LINE やグーグルからスマートスピーカーが発売されることで、さ
らに家電の IoT 化、ネットワーク化が加速すると考えられます。こうした流れを受け、
既にビックカメラでは専⽤コーナーを設けるなどして提案に⼒を⼊れています。⼀⽅
で、IoT 化が進むことで、ルーターやスマート家電のセキュリティに関するユーザー
側の知識の普及も必要となってきそうです。 

 
 



 
 
■「All About 家電アワード 2017」 実施概要 
【対象商品】 
2016 年 10 ⽉〜2017 年 9 ⽉末に発売・発表された⽩物家電 
 
【審査⽅法】 
全 21 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 69 点選出。 
 
【審査員】 
⼾井⽥園⼦⽒、滝⽥勝紀⽒、安蔵靖志⽒、コヤマタカヒロ⽒、⽥中真紀⼦⽒、伊森ちづる⽒、 
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しており、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 3,030 万⼈（2017
年 3 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 

TEL︓03-6362-1309  FAX︓03-6682-4229 E-mail︓pr@staff.allabout.co.jp 



 
■参考資料 受賞商品⼀覧 

＜キッチン家電カテゴリー＞
冷蔵庫 電⼦レンジ／オーブンレンジ 

・三菱電機 置けるスマート⼤容量 WX シリーズ 
・シャープ プラズマクラスター冷蔵庫 SJ-GX/WX シリーズ 

・⽇⽴ 「真空チルド」XG シリーズ 
・パナソニック パーシャル搭載冷蔵庫 NR-F603HPX

・シャープ ウォーターオーブンヘルシオ AX-XW400 
・⽇⽴ ヘルシーシェフ MRO-TW1 

・パナソニック ロティサリー グリル&スモーク NB-RDX100
・東芝 ⽯窯ドーム ER-RD7000 

炊飯器 コーヒーメーカー／マシン 
・愛知ドビー バーミキュラ ライスポット 

・パナソニック スチーム&可変圧⼒ IH ジャー炊飯器 SR-
SPX107 

・東芝 真空圧⼒ IH RC-10ZWL 
・象印 圧⼒ IH 炊飯ジャー『極め炊き』“南部鉄器 極め⽻釜” 

NP-QT06（ZOJIRUSHI） 

・デロンギ エレッタ カプチーノ トップ ECAM45760B 
・タイガー魔法瓶 コーヒーメーカー GRAND X ACQ-X020 

・良品計画 ⾖から挽けるコーヒーメーカー 

キッチン関連家電

・シャープ ヘルシオ ホットクック KN-HW24C 
・ハイアール アイスデリプラス JL-ICM720A 

・パナソニック The Roast 
・ドウシシャ 焼き芋メーカー Bake Free 

＜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― 

・⽇⽴ ステンレス・クリーン ⽩くまくん プレミアム X シリーズ 
・アイリスオーヤマ 無線 LAN 内蔵エアコン 

・ダイキン risora 
・三菱電機 三菱ルームエアコン 霧ヶ峰 FZ シリーズ

・ドウシシャ Kamomefan F シリーズ FKLS-201D/SLKF-201D 
・ドウシシャ Kamomefan F シリーズ FKLS-251D 
・シャープ コードレス扇⾵機 3D ファン PJ-G2DBG 

空気清浄機 加湿器 
・シャープ プラズマクラスター加湿空気清浄機 KI-HS/HX シリーズ 

・エコバックス ATMOBOT650 
・ブルーエア Blueair Classic シリーズ 

・ダイニチ ハイブリッド式加湿器 RX シリーズ 
・三菱重⼯冷熱 roomist スチームファン蒸発式加湿器 

・シロカ siroca 5L 加湿器 SD-C111 
除湿機（⾐類乾燥）

・三菱電機 部屋⼲し 3D ムーブアイ MJ-120MX 
・パナソニック ハイブリッド⽅式 ⾐類乾燥除湿機 F-YHPX200

・デロンギ タシューゴ アリアドライ マルチ ⾐類乾燥除湿機 
DEX16FJ 

 

＜設備家電カテゴリー＞ 
LED シーリングライト 空調／設備関連家電 

・⽇⽴ LED シーリング [ラク⾒え]搭載タイプ 
・パナソニック LINK STYLE LED 

・パナソニック 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」 
・ミーレ G 4920 SCi 

・ミーレ G 6000 EcoFlex 
・デロンギ マルチダイナミックヒーター Wi-Fi モデル MDH15WIFI-SET

 
＜掃除機カテゴリー＞ 

キャニスター型掃除機 コードレス掃除機 

・東芝 VC-NX シリーズ 
・東芝 TORNEO V VC-MG920 

・シャープ コードレスキャニスター RACTIVE Air EC-AS700 
・三菱電機 サイクロン式掃除機「⾵神」 TC-ZXG30P 

・シャープ RACTIVE Air  EC-A1R シリーズ 
・パナソニック iT MC-SBU510J 
・パナソニック iT MC-PBU510J 

・エレクトロラックス エルゴラピード・リチウム プレミアム 
・⽇⽴ パワーブーストサイクロン PV-BEH900

ロボット掃除機
・irobot  ルンバ 890 

・パナソニック Rulo MC-RS800 
・エスキュービズム 超薄型床⽤ロボット掃除機 SCC-R05 

・ネイト Botvac D5 Connected 
 

＜洗濯機カテゴリー＞ 
タテ型洗濯機 ドラム式洗濯機 

・⽇⽴ ビートウォッシュ BW-DX120B 
・東芝 ZABOON AW-10SV6 

・シャープ プラズマクラスター洗濯乾燥機 ES-PX10B
・パナソニック ななめドラム洗濯乾燥機 NA-VX9800 

洗濯関連家電

・LG LG styler ・パナソニック 脱臭ハンガー MS-DH100 



 
 

＜健康・美容カテゴリー＞ 
電動⻭ブラシ シェーバー 

・フィリップス ソニッケアー ダイヤモンドクリーン スマート 
HX9964/55 

・パナソニック LAMDASH LIMITED EDITION 
・パナソニック ラムダッシュ ES-LV9CX 

健康／美容関連家電

・オムロン 上腕式⾎圧計 HEM-7600T 
・パナソニック RF 美容器 EH-SR70 

・マクセル もてケア ウエスト&ヒップ MXES-H600YG 
・パナソニック ボディトリマー ER-GK60 

  
   

ロングセラー賞 

・ブラウン シリーズ 9 
・象印 南部鉄器 極め⽻釜 シリーズ 

・ダイソン コードレスステッィッククリーナー 
・バルミューダ BALMUDA The Toaster 

・ダイソン Supersonic ヘアードライヤー 


