
 
■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 


