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公益 財団法 人日本デザイン振 興会が主催する日本で唯一 の総合的なデザイン
評価・推奨の仕組みで、世界的なデザイン賞として知られるグッドデザイン賞。
2018 年度は 1,353 件※の商品、サービスなどが受賞しました。
※2018年度

炊飯器 [かまどさん電気]

グッドデザイン・ベスト100

あの伊賀焼土鍋のごはんをおうちで毎日「かまどさん電気」。

調理家電

シロカ

長谷製陶

スマートフォンアプリケーション [SMAiLEE（スマイリー）
]
脊髄性筋萎縮症（SMA）のお子さん・ご家族をアプリでサポート

その他医療・生産プロダクト

バイオジェン・ジャパン

Welby

脊髄性筋萎縮症（SMA）は、次第に筋力低下が進行し、歩けなくなっていくなど、生活

間がかかっていた土鍋炊飯を、ボタンひとつで誰でも手軽に安全に行うことが可能に

への影響が起こる難病の希少疾患で、2017年にはじめて治療薬が登場しました。その

なりました。デザインコンセプトは「おいしさを予感させる佇まい」。昔ながらの道具で

診療では、患者さんの運動機能の正しい把握が重要となるため、
「医師が確認したい

ある土鍋らしさを持ちつつ、現在のライフスタイルに合った新しい土鍋のかたちとして

運動」を簡単に撮影・記録できるアプリを通して、SMAの診療コミュニケーションを

伊賀焼土鍋をそのまま使用

改善することで、治療環境の向上を目指しました。

シロカ

TEL. 0570-001-469

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町
2 丁目 4 番地東京建物神保町ビル 5 階

https://www.siroca.co.jp/kamadosandenki/

クラウド型・組織戦略システム HRオートメーションシステム
「サイレコ」
組織を科学し、人事の未来をデザインするツール

運営会社 : Welby

SMA情報ダイヤル
TEL. 0120-515-275
https://smailee.welby.jp/

コミュニケーションサポートアプリ

ドライブアクションレコーダー [ダクション 360 S (DC5000)]

アクティブ アンド カンパニー

360度ドライブレコーダーの前方解像度を向上、日本初デュアルレック機能搭載

乗用車関連機器・商品

カーメイト

HRオートメーションシステム『サイレコ』は、過去・現在の人事情報一元管理を実現

Sony製CMOSセンサーを2つ搭載した高解像度の全天球ドライブレコーダー。

し、定型業務を自動化・効率化することで、タレントマネジメント・人事業務を支援する

後方からサイドまで状況をとらえつつ、危険運転でとらえたい前方はさらにクリアに記

人事管理システムです。

録できる“デュアルレック機能”を搭載しています。また、別売バッテリーを装着し、ア

現在は人事領域のパイオニア企業である連携パートナーと共に、タレントマネジメント

クションカメラとして使用することもできます。記録データはその場でスマートフォンへ

のオートメーション化を実現する「HRコックピット」の構築を進展させております。

ダウンロード可能。歪みのないビューで再生できます。

アクティブ アンド カンパニー グループデザイン本部

より科学的な人事判断をサポート

〒102-0074 東京都千代田区九段南
3-8-11 飛栄九段ビル 5 階

TEL. 03-6231-9505
http://www.aand.co.jp/
サイレコ LP：https://www.aand.co.jp/lp/saireco/

ドライブにも、アクティビティにも

カーメイト

TEL. 03-5926-1212

〒171-0051
東京都豊島区長崎 5-33-11

http://www.carmate.co.jp/

建設工事用仮設足場 [TOBILINE/トビライン]

CLINIC BOARD/クリニックボード
医療システム

グッドデザイン・ベスト100

長谷園の炊飯土鍋をそのまま使った全自動電気炊飯土鍋。火加減や時間管理など手

「かまどさん電気」
を提案しています。

業務用システム・サービス

受賞企業数945社

特許出願中の革新的なクリニック向け経営分析・ＣＲＭシステム

ザイエンス

生産・製造用機器・設備

次世代足場として初受賞！危険予防、省スペース、静音を実現

三共

医療の質も経営の質も上げる

建設現場で 使用するTOBILINEは「安全と安心を、カタチにする。」という考えのも

CLINIC BOARDはレセプトデータを活用し、これまで把握できなかった医療行為デー

と誕生しました。先行手すりとセーフティーガイドによる安全性向上。支柱同士の超

タも取得できる解析システムです。経営指標を「簡単」「確実」に把握し、患者さんの来

密接結束による資材置き場の省スペース化。さらに従来自社製品比66%の軽減を実

院状況や診療圏分析も可能にしました。

現した施工時の静音化。現場に新たな価値を提案し、建設現場をめぐる様々な課題

継続通院フォローは医療の質を上げ、同時に経営の質も上げます。当システムご利用中

や近隣への配慮と調和を目指した足場をご体感ください。

の医療機関にて2018年7月診療実績で昨年同月対比で平均132%の増収となりました。
ザイエンス
〒105-0021
東京都港区東新橋 2-10-10 東新橋ビル

使いやすく分かりやすい画面

サポートデスク(平日 10:00-18:30)
TEL. 03-4405-5923
https://clinicboard.jp/

スマホで撮った写真を、大切な人に贈るフォトギフトサービス

〒530-0047
大阪市北区西天満 4-4-13 三共ビル梅新

http://www.sankyo-sea.jp/

スフィダンテ

安心 をキーワードにした新世代クローラクレーン

業務用車両

住友重機械建機クレーン

70t〜350tつりの9機種を取り揃えたクローラクレーンSCX-3シリーズ。本体は建設現

スマホの普及で気軽に写真を撮る機会が増える中で、日常の中に写真を「贈る・飾る・残

場のイメージを一新するライトグレーとブルーを基調としたカラーリングとし、“安心”

す」機会をつくることで、家族の笑顔を生み出すようデザインしました。

をキーワードに、ライフサイクルコストのミニマム化を目指し開発しました。優れた作

大切な人へのギフトとして贈りたくなるパッケージ、
どんな場所にも飾りやすい商品、手

業性、安 全 性、組 立分解性、輸送 性、環 境性を追求 。「世界のお客 様に最高の満足

元に残したくなる高品質な仕上がりが特徴です。

を」お届けいたします。

〒151-0063
東京都渋谷区富ヶ谷 1-30-22

一番人気のボックスカレンダー

TEL. 03-5738-8590
support@okuru-photo.jp
https://okuru-photo.jp

SCX3500-3

住友重機械建機クレーン 経営企画部

TEL. 03-3845-1386

〒110-0015
東京都台東区東上野 6-9-3

http://www.hsc-cranes.com/j/

エレベーター [FINEA]

歯科医療機器 [デンタルアカシ]
身元確認を革新する義歯封入型ICチップ記録システム

DentalBank

公共用機器・設備

スタンダードエレベーターの完成形 [FINEA]

「有事にも身元不明者の確認を迅速に行い、早く自宅に帰したい」
という歯科医師の思

日本エレベーター製造

FINEAは、日本エレベーター製造がご提案する新しいエレベーターブランドです。4つ

いを元にデンタルアカシは開発されました。

のライフシーンにやわらかく対応するデザインを実現することで、心地よさが感じられ

ICチップ入りの義歯を入れることが、
ネガティブなものではなく、おしゃれで格好良く、

る空間を可能にしました。「人に寄り添う」をテーマに従来の閉鎖的なエレベーター

ユニークであるというむしろポジティブな世界を創造し、身近な歯科医療が身元確認で

Cage(かご)から、人を運ぶCabin(部屋)へ定義を変換したスタンダードエレベーター

も身近な存在になることを目指します。

の完成形です。

直径7mm程度のデンタルアカシ

DentalBank

TEL. 092-513-3280

日本エレベーター製造 営業部

TEL. 03-3866-0261

〒816-0912
福岡県大野城市御笠川 2-8-9

http://www.dentalbank.info

〒101-0032
東京都千代田区岩本町 1-10-3

http://www.nichiele.co.jp/

蛍光ペン [フィットライン]
文具・事務用品

TEL. 06-6311-1230

OKURUは、
スマホで撮った写真を、大切な人にフォトギフトとして贈るサービスです。

スフィダンテ

医療用機器・設備

三共

クレーン [クローラクレーン SCX-3シリーズ]

フォトギフトサービス OKURU
一般・公共用アプリケーション・ソフトウェア

アヒル口が特徴的な
「ダックジョイント 」デザイン

エレベーター [FINEA]

りそなグループアプリ ※受賞時は［りそなグループスマート口座アプリ］

まっすぐキレイな線が引ける蛍光ペン

ぺんてる

一般・公共用アプリケーション・ソフトウェア

実用性と機能性を兼ね備え、まるで銀行を持ち歩いているかのような世界観を実現

りそなホールディングス

溝の入った特殊形状のペン先が、硬すぎず柔らかすぎない適度なクッション性を実現。

りそなグループアプリは“スマホがあなたの銀行に”をコンセプトとしたスマホアプリで

筆圧でペン先が紙面にフィットし、平面だけでなく教科書を開いた際の曲面にも安定し

す。様々なお取引を、アプリひとつで簡単に完結できるよう全体の画面と機能を設計し

た線を引くことができる。本体は蛍光ペンだと一目でわかるビビッドなカラーを採用。

ました。現在、りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行のキャッシュカードをお持

ペンポーチの中でも目を引き、直感的に使いたい色を取り出すことができる。経済的なイ

ちのすべてのお客さまに本アプリをご利用いただけます。

ンキカートリッジ交換式。
ぺんてる
ビビッドカラー全5色

デザイン室

〒103-8538
東京都中央区日本橋小網町 7-2

りそなホールディングス

TEL. 03-3667-3333（代表）
http://www.pentel.co.jp

スマホがあなたの銀行に

https://www.resona-gr.co.jp/

（順不同）
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企画･制作：日本経済新聞社クロスメディア営業局
企画協力 ：公益財団法人日本デザイン振興会

日本経済新聞社は、
「2018年度 グッドデザイン賞」
を後援しています。

