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公益財団法人日本デザイン振興会

2014 年度グッドデザイン賞 特別賞各賞の決定について

公益財団法人日本デザイン振興会（会長・川上元美）は、主催事業であるグッドデザイン賞の
2014 年度の特別賞各賞を、本日発表しましたのでお知らせします。
（以下表記は、受賞対象の一般名称、同固有名称、受賞者名、受賞番号の順）

グッドデザイン大賞（内閣総理大臣賞） 全 1 点
産業用ロボット 医療医薬用ロボット VS050 SⅡ 受賞者：株式会社デンソー＋株式会社デンソー
ウェーブ（14G070580）

グッドデザイン金賞（経済産業大臣賞） 全 19 点
グラス ANDO'S GLASS S, ANDO'S GLASS T 受賞者：株式会社アンドーギャラリー（受賞番号：
14G030143）
家電 無印良品 キッチン家電シリーズ 受賞者：株式会社良品計画（14G040286）
4K 超短焦点プロジェクター 受賞者：ソニー株式会社（14G050384）
レンズスタイルカメラ商品群 デジタルスチルカメラ DSC-QX10、DSC-QX30、DSC-QX100 レン
ズ交換式デジタルカメラ ILCE-QX1 受賞者：ソニー株式会社（14G050388）
デジタルカメラ dp Quattro 受賞者：株式会社シグマ（14G050396）
ダイニングチェア KISARAGI 受賞者：飛騨産業株式会社（14G060430）
高所作業用ランヤード 剣フック 受賞者：株式会社基陽（14G070583）
脳外科手術用器具 脳外科マイクロ剪刀 受賞者：株式会社シャルマン＋福井大学（14G070602）
医療ガス供給設備 ユニライン 受賞者：株式会社セントラルユニ（14G070632）
自動火災報知設備・発信機 リング型表示灯付発信機 受賞者：能美防災株式会社（14G080697）
電動アシスト車いす JW スウィング 受賞者：ヤマハ発動機株式会社（14G090723）
軽乗用車 ダイハツ コペン 受賞者：ダイハツ工業株式会社（14G090750）
普通乗用車 デミオ 受賞者：マツダ株式会社（14G090753）
集合住宅 食堂付きアパート 受賞者：仲建築設計スタジオ＋株式会社カバ＋椛沢春吉＋遠藤千
恵（14G100889）

バス待合所 秋田駅西口バスターミナル 受賞者：秋田中央交通株式会社＋秋田公立美術大学＋
ナグモデザイン事務所＋小野寺康都市計画事務所＋WAO 渡邉篤志建築設計事務所＋間建築研
究所＋有限会社花田設計事務所＋中田建設株式会社（14G110957）
デジタルインスタレーション Sound of Honda / Ayrton Senna 1989 受賞者：株式会社電通
（14G121053）
月刊誌 東北食べる通信 受賞者：NPO 法人東北開墾（14G141148）
非営利活動 桜ライン 311 受賞者：認定特定非営利活動法人桜ライン 311（14G141152）
災害ボランティア 思い出サルベージ 受賞者：思い出サルベージ（14G141169）

グッドデザイン・未来づくりデザイン賞（経済産業省商務情報政策局長賞） 全 20 点
遠近両用累進屈折力メガネレンズ エーアイ 受賞者：株式会社ニコン・エシロール（受賞番号：
14G010025）
ダウンジャケット デサント オルテライン 水沢ダウンジャケット シャトル 受賞者：株式会社デサ
ント（14G010051）
ポータブル蓄電システム エリーワン 受賞者：エリーパワー株式会社（14G050424）
電圧センサ 電圧センサ PW9020 受賞者：日置電機株式会社（14G070564）
織物 天女の羽衣 受賞者：天池合繊株式会社（14G070585）
医療用ヘッ ドマウ ント ディスプレイシ ステム ヘッ ドマウ ント イメージプロセッサユニット
HMI-3000MT 受賞者：ソニー株式会社（14G070604）
車椅子 エムシーエックス 受賞者：橋本エンジニアリング株式会社（14G090722）
新交通システム車両 ゆりかもめ 7300 系 受賞者：株式会社ゆりかもめ＋三菱重工業株式会社
（14G090772）
商業施設 マーチエキュート神田万世橋 受賞者：株式会社 JR 東日本ステーションリテイリング＋
公益財団法人東日本鉄道文化財団＋株式会社ジェイアール東日本建築設計事務所＋みかんぐみ
（14G110916）
しゃべってコンシェル 受賞者：株式会社 NTT ドコモ＋株式会社 Surface&Architecture＋株式会社
ZEPPELIN＋タオソフトウェア株式会社（14G120991）
A tool that enables sustainable product creation Making of Making Powered by NIKE MSI 受賞者：
Nike, Inc.（14G120994）
タクシー タートル・タクシー 受賞者：三和交通株式会社＋株式会社アイ・エム・ジェイ
（14G121050）
デジタルものづくりサービス rinkak 受賞者：株式会社カブク（14G131076）
住宅管理用ソフトウエア EOPAN 受賞者：株式会社イオグランツ（14G131101）
スマートテニスセンサー Smart Tennis Sensor (スマートテニスセンサー) SSE-TN1 受賞者：ソニ
ー株式会社（14G131111）

電子試作ツール 8pino 受賞者：VITRO（14G131117）
超小型半導体製造システム ミニマル ファブ 受賞者：独立行政法人産業技術総合研究所コンソ
ーシアムファブシステム研究会＋ミニマルファブ技術研究組合＋テシマ デザイン スタジオ＋株式
会社デザインネットワーク（14G131121）
輸送計画システム 輸送計画ICTソリューションSaaS （TrueLine®） 受賞者：株式会社東芝＋東芝
ソリューション株式会社（14G131134）
活動 無印良品 Found MUJI の活動 受賞者：株式会社良品計画（14G141138）
オープンディスカッションによる住宅企画 Tokyo イゴコチ論争 受賞者：野村不動産株式会社＋三
井不動産レジデンシャル株式会社＋積水ハウス株式会社＋阪急不動産株式会社（14G141142）

グッドデザイン・ものづくりデザイン賞（中小企業庁長官賞） 全 14 点
マスク PITTA MASK 受賞者：株式会社アラクス（14G010001）
タオル WORK-ER W007-WH 莫大小タオル 受賞者：和田メリヤス株式会社（14G010041）
コーヒー&ティーサービス SHIROTAE (シロタエ)
株式会社プレステージジャパン

（14G030155）／重箱（14G030166）

受賞者：

※本対象は同一企業による商品二点で受賞一点の扱い

食器 すみのわ 受賞者：白山陶器株式会社（14G030163）
電気暖房 スマートヒーター ２ 受賞者：バルミューダ株式会社（14G040246）
椅子 bo chair 受賞者：株式会社宮崎椅子製作所（14G060432）
家具（シェルフ） ソラヘ 受賞者：株式会社メーベルトーコー（14G060443）
ドライバー スリム絶縁ドライバー 受賞者：株式会社兼古製作所（14G070532）
回転曲げ疲労試験機 GIGA QUAD 受賞者：株式会社山本金属製作所（14G070553）
卓上型会話支援機器 コミュニケーション・サポートシステム コミューン 受賞者：ユニバーサル・
サウンドデザイン株式会社（14G070589）
軽トラ屋台 K mobile(GULL , KYAKU/steel , KYAKU/wood) 受賞者：ナグモデザイン事務所＋海野
建設株式会社
住宅 住みつなぐ家づくり 骨の見える家 受賞者：ロイヤルハウス株式会社（14G100801）
インターネットサービス・アプリコンテンツ YAMAP（ヤマップ） 受賞者：株式会社セフリ
（14G120986）
ライフスタイル提案型複合施設 里山十帖プロジェクト 受賞者：株式会社自遊人（14G141188）

グッドデザイン・地域づくりデザイン賞（日本商工会議所会頭賞） 全 3 点
木造軸組構造 MS 造(MS ストラクチャー) 受賞者：三交不動産株式会社＋宮川森林組合＋株式会
社エム・エス・ピー（14G100789）
景観保全プロジェクト 石積み学校 受賞者：石積み学校（14G141170）

瀬戸内しまのわ２０１４ 受賞者：瀬戸内しま博覧会「瀬戸内しまのわ２０１４」実行委員会＋瀬戸内
しま博覧会［瀬戸内しまのわ２０１４］実行委員会＋株式会社バリュー・クリエーション・サービス＋
株式会社 studio-L＋瀬戸内しまのわ魅力向上コンソーシアム（14G141190）

復興デザイン賞（日本デザイン振興会会長賞） 全 2 点
災害復興公営住宅 女川町営運動公園住宅 受賞者：女川町＋独立行政法人都市再生機構＋株
式会社山設計工房＋竹中工務店・仙建工業建設工事共同事業体（14G100854）
猪苗代のギャラリー 猪苗代浅井邸蔵再生プロジ ェクト 受賞者：会津大学短期大学部
（14G110947）

本日発表の 2014 年度グッドデザイン賞特別賞各賞受賞対象のくわしい情報は、グッ
ドデザイン賞のホームページで検索・閲覧ができます。
www.g-mark.org
グッドデザイン賞ホームページ／トップページ
「受賞対象一覧」→「詳細検索を表示」→「キーワード」欄に本リリースに記載の受賞
番号を入力して検索してください。

グッドデザイン賞 ウェブサイト www.g-mark.org

