売れるデザイン のベストプロダクトを発信
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川崎 和男

髙島 郁夫

大阪大学 名誉教授
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厳正に審査された DESIGN TOKYO 国際デザイン製品展 出展社の中から、
売れるデザイン のベストプロダクトを表彰するアワードです。
展示会場にて、エントリー製品の中から グランプリ・優秀賞を発表。ぜひご来場ください。

代表取締役
社長執行役員

■ 展示会 会期：2018 年 7 月 4 日［水］〜 6 日［金］
10：00〜18：００（ 最終日のみ 17：00 終了）

デザイナー
GLAMOROUS co.,ltd. 代表
森田 恭通

インテリア スタイリスト
長山 智美

コレクション・スペシャリスト
MoMA- ニューヨーク近代美術館

ポール・ギャロウェイ

■ 会場：東京ビッグサイト「第 9 回 DESIGN TOKYO 東京デザイン製品展」会場内
東 6 ホール DESIGN TOKYO 大賞 特設展示コーナー

▲

▲

▲

今治謹製

極上タオル

銅板転写方法でイギリスの工場に
て今でも作り続けております。ブラ
ックリーガルピーコックシリーズは
テーブルウェアフェスティバルの広
告に選ばれるなど人気商品です。
タスマンインターナショナル（株）

グランプリ・優秀賞を展示会場（東京ビッグサイト 東 6 ホール）内で発表！

です。ソーラーパネルに光が当
たるとクリスタルが回転し、クリ
スタルに反射した太陽光が虹色
の光となって部屋いっぱいに広
がります。
キッカーランド
（アメリカ）

鉛筆削り Shin（シン）

「心まで研ぎ澄ます」かんな屋が
つくる特別な鉛筆削り。
（株）SATOMI SUZUKI

TOKYO

はなり「桜小町」

桜柄が特徴的なオリジナルの陶
器の器に、和モダンテイストのお
花をアレンジしました。当社一番
人気商品です。
（株）千趣会イイハナ

NAME CARD
HOLDER SLIM IC

胸元に木づかいを
（株）ツボフジ

極暖シルク

体温に＋4.8℃の温もりを
（株）大醐

▲

イギリス製陶器Burleigh
（バーレイ）
ブラックリーガルピーコック
Burleigh（バーレイ）１６０年もの間

レインボーメーカー
シングル
KIKKERLANDを代表する商品

▲

▲

▲
レアーレ 5点食器セット

日本 原 産 の 竹を原 料に「 安 全
な」
「 おしゃれで、かわいい素敵
なデザイン 」
「 環境に優しい 」
のJAPAN BRANDのキッズ食
器を 世 界 に 届 け た いと開 発 。
2016年12月に発売開始。
日本、アジア、米国に拡大中
（株）さがら

▲

セントロイド スタンド11

異なる比重のアルミニウムと銅
を回転摩擦圧接溶接で接合した
ユニークなペンスタンド。
（株）
タケダ

寄り添い ハイブリッド箸

世界中の人々が、この「寄り添い
ハイブリッド箸」で快適に食事が
出来ます。
カネコ総業（株）

織、染め、加工、全てにおいて極
上なプレミアムな逸品。
スタイレム（株）

▲

TAKI PRODUCTS

▲

メモブロックポリゴン

色メモ紙の束をひとつひとつ削
り出して作った多面体のメモブ
ロックです。
文具屋さん大賞 メモ部門 １位

ガラス照明

登場。家庭用コンセントで充電
可能。1 回の充電で 60 km 走行
ができ、通勤・通学に最適！

▲

▲

▲

▲

世界初の技術で鋳物フライパン
を薄く、軽く「炒めやすく煮込み
やすい鋳物フライパン」は、従来
品の約半分の重さ。肉厚で重量
のある製品とは違う、軽やかな
使い心地と扱いやすさが特徴で
す。
（株）三条特殊鋳工所

▲

▲

スナップグラスプラス

日本酒タワーセット

おめでたい席に欠かせない盃
（株）サイキ 一山陶苑

この照明はガラスに金属を塗装
し、金属を貼り付けた様な立体
感と重厚感を表現しました。ご気
分やお部屋に合わせてご使用下
さい。
（株）杉本美装

notte V2

（ノッテブイツー）
電 気 で 走 るE V スクーター
「notte V2（ノッテ ブイツー）」

▲

ドイツ発、使い方が一目で分かる
独創的なアイデア商品！シャツや
ブラウスの袖部分のアイロンが
けをサポートし、シワの無い仕上
げを実現します。
（株）山秀

炒めやすく 煮込みやすい
鋳物フライパン

ハイドランジアリーフ
プレート

▲

ビューゲルクロウ
スリーブアイロンエイド

e-ne（株）

（株）MSソリューションズ

ポルトガル発のテーブルウェア
ブランド、コスタ・ノバから世界的
なフラワーアーティスト、クリス
チャン・
トルチュによる新しいコレ
クションが日本に上陸しました。
（株）カサラゴ

▲

伝統技術を駆使した西陣織イン
テリアファブリックです。日本の
伝統文様である麻の葉文様をモ
チーフにしつつも、まるで洗練さ
れた幾何学模様を描いたような
光輝く織物は息を呑むほどの神
秘的な美しさを放ちます。

イタリアから初上陸の木製腕時
計ブランド「グリーンタイム 」
ケースやブレスレットの素材には
天然木材を使用し、手作りで作
られています。イタリアやフラン
スでとても人気があり、多くの時
計店で販売されています。
（株）ケイ・ウェーブ・ネット

KYOGO

ありそうでなかった！佐藤オオキ
率いるnendoデザイン「胸ポケ
ットにもケースごとスリムに収ま
る」薄型、軽量リーディンググラ
スとPC眼鏡
ダイヤモンド
（株）

グリーンタイム

▲

メゾン・プー

日本古来の伝統技術の継承
革新的な調度品への挑戦
（株）大湊文吉商店

▲

▲

西陣織インテリアファブ
リック「Miwaku001」

PET BED ARTHUR

本金・古代銀二曲屏風と
乱れ組子行灯「麻の葉」

禅

正真正銘の日本製・世界初の
炭鍋。
エスシーアンドエスシー（株）

▲

カジュアルなもてなしのテーブ
ルに置きたい、小さな燻製器。出
来上がるまでの間、蓋の穴から
フワリと煙が流れる特徴的なデ
ザインで、香りだけでなくのんび
りしたムードまで楽しめます。
オークス（株）

その品質で世界的に名高いオラ
ンダ家具。Lord Lou は、小さな
家族のために家具職人がひとつ
ひとつ丁寧に創り上げたエレガ
ントなペット家具ブランド。

▲

▲

▲

ライトベル

サイクルライフの必需品を
まとめて装着
オージーケー技研（株）

ki-gu-mi Living

フラワーベース 角型

リタップボトル

北欧デンマーク発祥のガラス製
マイボトル 欧 米では既に累 計
300万本の販売実績があります
プラスチックでは味わえない感
触、そして臭いや色移りもなく衛
生的です 欧米ではエコボトルと
しても今大きな人気を集めてい
ます

▲

APELUCA

アトランティックコレクション

ペットボトルに被せるだけでフラ
ワーベースに早変わり。自由な
形に組み立てて、オリジナルの
デザインが楽しめます。木製で
環境に優しく、どんなお部屋にも
ピッタリ。
（株）エーゾーン

エヴリーヌ・プレロンジュ（フランス）

テーブルトップスモーカー

デュランス
カーディフューザー

ローズの形をした大変珍しいカ
ーディフューザーです。香りも世
界的に有名な都グラースで調香
された上品でエレガントな香り６
種類から選べ、ビジュアルから女
性のカーライフを提案します。

▲

Luxury Fake Fur
Throw

Evelyne Prelonge is
specialized in Luxury Faux
furs, which exceptionnal
sens of touch. All products
are Made in France in our
manufacture with greatest
care.

以覺学（台湾）

手のひらサイズで長時間持続！ア
イルランド生まれの天然由来フ
レグランスメーカー発の香りを
放つカード！

▲

驚くほど静かなタイヤ。
（株）イデアポート
（スペイン）

マックスベンジャミン
ドルチェソーレ

（株）イー・エフ・インターナショナル

▲

ロルサーショッピング
カート1500

ＵＶ印刷スーツケース

表面全体にＵＶ印刷を行ったス
ーツケース。スーツケースの大
きさまで印刷出来る大型ＵＶ印
刷機は日本初導入。
アジア・ラゲージ（株）

Moodo finally brings smart
fragrance into your home! First
time in Japan! Control your
ambiance: mix 4 different scents
and create your own unique
fragrance, using a proprietary
app or voice control.
Agan Aroma（イスラエル）

▲

▲

Reverse

A brand new craft method!
Using contemporary
technic to recreate a
distinctive appearance of
material

Moodo - The Smart
Home Fragrance Mixer

▲

見つける、似合う、私のための
フレグランス
（株）アート・ラボ

▲

リードディフューザー

▲

▲

エントリー製品 一覧

Music1

デンマークのハイエンドスピー
カーメーカーDYNAUDIO 社が
先端技術をまとった最新のカジ
ュアルオーディオ発売。これまで
Bluetoothスピーカーと次元を
異とする高音質なミュージックシ
ステムの誕生です。

DYNAUDIO JAPAN（株）

裏面でも多くのエントリー製品を紹介

Handmade gold and silver
foil color will be created
naturally by environmental
temperature and humidity.
Each one is unique.
WEN PIIM CO., LTD.（台湾）

▲

▲

▲

YU FLORST（台湾）

Football Player
Memory Stick

Papershoot

▲

紙可拍（PAPER SHOOT）は台
湾のテクノロジー産業の強みを
生かし、ハイテクとデザインを組
み合わせたユニークなブランド
で、他ブランドが追随できないデ
ザイン性の高いカメラをお届け
します。

PAPERSHOOT
TECHNOLOGY INC.（台湾）

Silicone Coated
Glass Pitcher 1500ml

Pitcher is made of glass with
special silicone coating
technology. Functional lid with
silicone rim enables pouring
and sealing with one hand
operation. The ergonomic
handle allows an easy grip.
SAMILY GROUP CO., LTD.（香港）

▲

▲

FingerART Mister Softee

Macro World View. The
small-scale building kits are
available in a variety of theme.
Blank human body is also
available and you can draw,
paint and give life to them!
TAKON PRODUCT
DEVELOPMENT LTD.（香港）

エントリー製品の
詳細はこちら▶▶▶

▲

Animal Stand

Awarded by Hong Kong
Smart Design Award 2018,
this heavy fabric-effect
animal stand is a must for
your home decoration, no
matter on shelf or on the
ground!
OK MATERIALS LTD.（香港）

Siam Fighting Fish
The golden rich Cycle

Contemporary design and
emphasis on the use of
natural materials and
plastics is recommended
by a selection of new
materials
THAILAND TEXTILE
INSTITUTE（タイ）

Protea

ベビーブルーの花びらを包まれ
輝くつぼみ

▲

▲
▲
▲

▲

▲
▲
▲

VIA K STUDIO（韓国）

▲

▲

は素敵なギフトアイテムに最適
です。昼間は装飾的な素敵なア
イテムで、夜間はムードライトと
して使用できます。

藍染めシリーズ-万年筆袋

Astro

wood and inlaid brass bars
to create contrast between
proportion, materials,
texture, colours etc.
contemporary chic.
HYBRIDISE DESIGN
STUDIO（台湾）

Don't miss the Football Player.
Dedicated to those who made
football a passion, perfect for
those who never miss a match
and ideal for every true
supporter. Original italian Design.
PROFESSIONAL USB UNIPRO SRL（イタリア）

PO: SELECTED CO., LTD.

TAINAN FUN DESIGN
STUDIO CO.（台湾）

Venus Healing Gold
Color Foil Glass
Plate Gift

MAG Tumbler

（香港）

コットンをメイン素材として、普
段の生活に使うバックや、デザイ
ナーの経験と熟練な技をこの青
藍を布に純白と美しくユニーク
な図面を描かれて、伝統的な工
芸を新世代価値を見つけるよう
にします。

SCIENCE INT'L CO., LTD.（台湾）

ブロッサムコーン LED
ライト
blosssom coneのLEDライト

▲

▲

▲
▲
▲

One-Task Planner

We reinvented a Weekly
Planner from the ground
up to make your everyday
life better.
SOUMKINE（フランス）

テイスティングラボ 取り皿セット
実験室の冷たいガラス器具を温
かみのある陶磁器の取り皿にし
ました。おうちのキッチンをおし
ゃれなテイスティングラボにして
みませんか？

▲

▲

▲

▲
▲
▲
▲

TASTE LAB SAUCE DISHES

Revolve Coin Box

魔法のボール茶こしにより、あな
たは好きな時間にお茶を淹れる
ことが可能です。お茶が浸出し
すぎることを防ぎ、最高の味を引
き出せるようにコントロールでき
ます。

（台湾）

（台湾）

▲

PINKGO CORP.（台湾）

PETERS PANTRY（韓国）

Geometric Cloud

Using tough vegetable
tanned cow hide to
represent a gem facet,
Geometric Cloud shows a
valley like desktop scene.
The unique existence can't
be ignored at anywhere it is.
PLEASANT GOODS LTD.

GECKO ENTERPRISE
CO., LTD.（台湾）

▲

重さと体積を計量することがで
きるスマート・メジャーカップ。容
器の中に物を入れるとストラップ
の LED ディスプレイからデジタ
ル数字が表示されます。クッキン
グ、ハンドドリップをする時など
いろいろ活用できます。

（フランス）

Gold Deco Board

The gold deco board is
integrated by our team,
combines art, design,
technology, handicraft
elements, and the board is
water resist, which may be
used in various spaces.
GOLD DECO CO., LTD.

手作りのガラス工芸と繊細の木
工仕上げにこだわったインク壺
とインクペンのセット商品。

The easiest way to
organize your
coins."Revolve coin
storage" are here to make
coin storage more easy
and just a little bit more
interesting.
MORDECO LLC（台湾）

▲

Pinpper

上下左右に無限に伸ばせます。
スペースの大きさにかかわらず、
PiNPPER（ピンパー）」は、 あ
なたのためにつなぎ 合 わ せま
す。
「 P i N P P E R 」は 、あな
た の 理 想 の 空 間を作り出しま
す。

MARIE
ANTOILETTE

Printed tights for sweaty
girl
MARIE ANTOILETTE SRL

▲

▲

▲

Smart measuring
cup

New house tool after the most
popular Bear Papa Ratchet
Screwdriver! Clamie is the helpful
precision screwdriver of all use!
Designed and made in Taiwan, leading
by iThinking and Taiwanese artisans!
ITHINKING ORIGINAL
DESIGN CO., LTD.（台湾）

ガラスインク壺 x インク
ペン

▲

The Great traveling partner.
It is design with leather in
different ways, creating
multi-functional designs.
Design and made in
Taiwan.
IDEABAG INTERNATIONAL
CO., LTD.（台湾）

CIANG SHIH MAGNET
INT'L CO., LTD.（台湾）

ティッシュボックス
As a landscape on the table,
FADE is a poetic destination for
those embarrassing tissues.
The "moving mountain"
descends as napkins are
gradually used up. A pack of
napkins tells a story of time.
HONG KONG KAWOO
LIFE CO., LTD.（香港）

（台湾）

Clamie Precision
Screwdriver Set

ミニ特許磁石的カレンダー

▲

Flight Passport
Case

▲

GREEN CONUT CO., LTD.

（台湾）

（有）瑞成禮品（台湾）

（香港）

cats paperclip
holder

Travel Tool

Conbine the function of
bottle opener, luggage tag,
card holder, smartphone
holder.

それを12個の磁石に変えて。

▲

GUANGFUHAO CO., LTD.

粋町しょこら

pouch

Onion Bud 3 in 1
peeler with veggie
brush

Using cat's cute posture
as a design inspiration for
stationery products.
Get a little fun every day
when using stationery
HIKALIMEDIA
INTERNATIONAL CO.,LTD.

（台湾）

アクリル トイレトレイ

厚手のアクリルをしっかりと研磨
し、アクリル特有の輝きを放つ犬
用のトイレトレイです。
（株）
フリーステッチ

We use our original textile
to create practical items for
customers' everyday use.
BUWU DESIGN LTD.（台湾）

3 in 1 kitchen peeler with
veggie brush in form of
cute onion bud.
FULLHOUSE TRACY
HOUSEWARES CO., LTD.

▲

GOOD MOOD ON
CO., LTD.（台湾）

南極の支配者

コウテイペンギンは 南 極 の 主
役。ふわふわの羽が可愛く、3 D
デザインでペンギンが生き生き
して見えます。

香りに伴う危 険を気 づ い て 以
来、GreenConutは「香りなし」
の商品を提供すると決意した。
不要な刺激を除けば、シャワー
を浴びることが自然で安全にな
り、安心できるでしょう。

きる

The Old house
coinbank

Deposit coin into the
house especially
represents mean "Start
from scratch" in Chinese
traditional culture.
FEITY CREATE & DESIGN
LTD.（台湾）

▲

グリーンコナット香りなし
手作り石鹸

▲

For Your Single
Origin Coffee Cup

Mobi baby bottle

REVOLUTION TO THE
BABY BOTTLE!!! Mobi, a
baby bottle, but more than
a bottle.
BESOVIDA CO., LTD.（台湾）

Style it on a shelf for
additional storage or add it
to your coffee table for a
globally inspired feel. This
large bowl is just the right
size for a fruit bowl, center
piece, or wall hanging.
ALL ACROSS AFRICA（アメリカ）

For Your Single Origin Coffee
Cup is for people who enjoys
their living in the Cities. If you like
hand dripped coffee, its unique
pleasing handle and 100ml
capacity is just right for you!
FABCRAFT DESIGN LAB

▲

▲

buyMood

リッチで パワフルな BANG &
OLUFSENサウンドを家中どこ
ででも360 度全方位で聴くこと
ができる Bluetooth スピーカ
ー。あらゆるインテリアにも調和
する美しいスカンディナヴィアデ
ザインに仕上がっています。

濃厚でなめらかなチョコレートに
絶妙にマッチする和風トッピン
グ。グルメ＆ダイニングスタイル
ショー秋2015フード部門大賞。
（株）吉村

可能で洗いやすく、パンの耳が
圧着され中から具がこぼれない
ホットサンドメーカー。かわいい
TSBBQのロゴマーク入
（株）山谷産業

▲

Large Pale Blush +
Blue Night Hope Bowl

（台湾）

面白いステッカー
アイキャッチ商品! 即顔を変更で

重炭酸バブルシャワー

新しい自分に出会うしあわせ
（株）
フクシマ化学

TSBBQホットサンド
メーカー
Made in Tsubame Sanjo。発
売 5ヶ月で 3 , 000 個完売。着脱

marbled soap

Natural-scented Marbled
Handmade Soaps MOTE
soaps are handmade with
food-grade oils of the
highest quality and colors
derived from natural
ingredients
MOTE（韓国）

▲

▲

▲

LAMEAR

▲

きみたつメイロ

プルーナー シルバー

Salt and pepper set
DESIGNERS FIELD
CO., LTD.（タイ）

フラットリーダー
（ウスカルリーダー）

薄い、軽い、目に優しい。究極の
リーデインググラス、ここに誕
生。

FILSTON GLOBAL DESIGN
WORKS（株）

美しいメタリックシルバーの輝
き。水、錆、汚れに強いコーティ
ングが施された園芸用の剪定鋏
です。
（株）若狭屋

ラ ムガ

日月膳

特注サイズでのご注文も承りま
す。
（有）広沢漆芸

兵庫の木工所がつくる"木のアク
ティブラーニング" 。子どもたち
につくる勇気を、自由さを、達成
感を届けたい。
（株）松崎

（株）プレーリードッグ

常識をくつがえす丸太の輪切り
プレートKinoWa®

日常にとけこむ、
「贅沢な生活」
を。ハンモックとチェア、そして
ハンガーラックの3 WAY ハンモ
ックで贅沢な毎日をお届けいた
します。
（株）阪和

B&O PLAY
"Beoplay P6"

（デンマーク）
B&O PLAY／完実電気（株）

▲

▲

ベルテンポ
1 つのバッグに２つのバッグ

KinoWa

3WAY自立式ポータブル
ハンモック

バイオキー インターナショナル（アメリカ）

治製で吸水性が高く、ポケットに
しのばせて小さなハンカチとし
ても活躍！マイクロファイバー素
材の表面はスマホの画面やメガ
ネもきれいに拭ける優れもの。
（株）ひまわりや

食卓に年輪！

木と果

自然をいつもそばに〜お部屋に
いながら自然を感じる〜
晴香堂（株）

パワー・オブ・タッチ 、もう鍵は
いりません、面倒な組み合わせ
番号を覚える必要もありません、
BIO-key TouchLockは、あな
たと許された人だけが本体やス
マートフォンに指でタッチして開
錠することができます。

TEN

中原淳一
花のコースターセット
3 枚セットの布製コースター。今

クラウドファンディングで約 1 億
8000 万円を集めた『 MATRIX
PowerWatch 』が遂に日本上
陸！世界初、体温で発電する充電
不要のスマートウォッチです。
（株）
ビーラボ

バイオキー タッチロック
スマートロック

▲

アクセサリーの観点からみたイ
ンテリアデザイン。貴方だけのオ
リジナルの照明がオーダーでき
ます。Made In Japan。

▲

▲

マトリックス
パワー ウォッチ シルバー

オリジナルペンダント
ランプ

▲

▲

▲

ワモン パール

日本の伝統文様を自由な発想で
デザインしたブレスレット。和を
感じさせながら品格あるギフトパ
ッケージに、ひとつひとつ個装さ
れた目で見て楽しいギフトライ
ン。本展では新たにパールシリ
ーズを発表します。
デコラータ

Jungle Birds Clutch

Special & limited edition at
TheTheatre. Traditional
Chinese handmade
bamboo craft combined
with a modern design
THE THEATRE（中国）

次回（2019年）のエントリーご希望の方
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開催初日 7 月 4 日（水）から会場内「次回出展申込カウンター」にて
受付を開始します。ご予約は下記まで
そ

がわ

お問合せ：担当 十川 03-3349-8505

