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部門 分野 企業名 所在地 受賞内容

製造・輸入 家電 日立アプライアンス（株） 東京都 第1回 金賞、第9回 審議官賞、第11回 審議官賞

事業者 三菱電機（株） 東京都 第2回 銅賞

ソニー（株） 東京都 第3回 審議官賞

アキュフェーズ（株） 神奈川県 第5回 大臣賞、第8回 大臣賞、第11回 大臣賞

ミーレ・ジャパン（株） 東京都 第6回 優良賞

（株）東芝 東京都 第6回 審議官賞

気高電機（株） 鳥取県 第8回 審議官賞

パナソニック（株） エコソリューションズ社 大阪府 第10回 大臣賞

ダイキン工業（株） 大阪府 第10回 優良賞
パナソニック（株） アプライアンス社
ランドリー・クリーナー事業部

大阪府 第11回 優良賞、第12回 大臣賞、第14回 大臣賞

空調機器 （株）コロナ 新潟県 第14回 優良賞

情報機器 セイコーエプソン（株） ⾧野県 第1回 銅賞

富士ゼロックス（株） 東京都 第2回 銀賞

東芝テック（株） 東京都 第3回 大臣賞

レノボ・ジャパン（株） 東京都 第5回 大臣賞

ソニー（株） VAIO&Mobile事業本部 ⾧野県 第5回 審議官賞

（株）リコー 東京都 第12回 審議官賞、第13回 審議官賞

住宅設備 日本宅配システム（株） 愛知県 第2回 銅賞

YKK AP（株） 東京都 第4回 大臣賞、第8回 大臣賞、第11回 大臣賞

（株）INAX 愛知県 第4回 審議官賞

TOTO（株） 福岡県 第5回 審議官賞

（株）川口技研 埼玉県 第5回 審議官賞

（株）LIXIL 東京都 第8回 優良賞

三協立山（株） 三協アルミ社 富山県 第10回 審議官賞

（有）鈴文 新潟県 第10回 審議官賞、第14回 審議官賞

不二サッシ（株） 神奈川県 第11回 優良賞

マツ六（株） 大阪府 第14回 大臣賞

玩具 （株）バンダイ 東京都 第2回 金賞、第6回 大臣賞、第9回 大臣賞

ゲーム （株）バンダイナムコゲームス 東京都 第8回 優良賞

スポーツ用品 （株）アシックス 兵庫県 第1回 銀賞、第3回 審議官賞、第14回 優良賞

フットマーク（株） 東京都 第3回 大臣賞

（株）シナノ ⾧野県 第7回 審議官賞、第9回 審議官賞

（株）タバタ 東京都 第7回 審議官賞

山本光学（株） 大阪府 第11回 審議官賞、第13回 大臣賞

繊維製品 （株）ハート 高知県 第2回 銀賞

トリンプ・インターナショナル・ジャパン（株） 東京都 第6回 審議官賞

ヤマト インターナショナル（株） 大阪府 第8回 優良賞

（株）ワコール 京都府 第10回 優良賞、第11回 優良賞
バッグ・ジュエリー （株）サマンサタバサジャパンリミテッド 東京都 第13回 優良賞

靴 大塚製靴（株） 東京都 第1回 金賞

（株）丸五 岡山県 第5回 審議官賞
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部門 分野 企業名 所在地 受賞内容

製造・輸入 寝具 パラマウントベッド（株） 東京都 第9回 審議官賞

事業者 東洋羽毛工業（株） 神奈川県 第9回 優良賞

寝具・日用品輸入 （株）アペックス 群馬県 第3回 審議官賞

生活用品 アイリスオーヤマ（株） 宮城県 第13回 優良賞

家具 日進木工（株） 岐阜県 第6回 大臣賞

カリモク家具（株） 愛知県 第6回 審議官賞

（株）ニトリホールディングス 東京都 第8回 審議官賞

日用品 （株）クレハ 東京都 第3回 優良賞

日本フイルム（株） 大分県 第3回 優良賞

エビス（株） 奈良県 第4回 審議官賞、第10回 優良賞

バッグワークス（株） 兵庫県 第5回 優良賞

名和興産（株） 愛知県 第6回 審議官賞

⾧谷川工業（株） 大阪府 第6回 優良賞

ファイン（株） 東京都 第9回 優良賞

（株）ヨシカワ ライフスタイル事業部 新潟県 第12回 優良賞

新潟精密鋳造（株） 新潟県 第14回 優良賞

工具 （株）エンジニア 大阪府 第8回 優良賞

京都機械工具（株） 京都府 第10回 大臣賞

農具 （株）相田合同工場 新潟県 第4回 大臣賞、第7回 大臣賞、第9回 大臣賞

三陽金属（株） 兵庫県 第10回 審議官賞

除雪機 フジイコーポレーション（株） 新潟県 第8回 優良賞

駆除器 （有）栄工業 新潟県 第9回 審議官賞

乾燥剤 （有）坂本石灰工業所 熊本県 第3回 優良賞

福祉介護 （株）幸和製作所 大阪府 第12回 優良賞



部門 分野 企業名 所在地 受賞内容

小売販売 家電 （株）ビックカメラ 東京都 第1回 金賞、第5回 審議官賞

事業者 上新電機（株） 大阪府 第2回 金賞、第4回 大臣賞、第6回 大臣賞

（株）エディオン 大阪府 第3回 大臣賞

（株）ヤマグチ（でんかのヤマグチ） 東京都 第3回 大臣賞

（株）タケシゲ（サウンドサカタ） 東京都 第3回 審議官賞

（有）永谷テレビサービス 山口県 第3回 審議官賞

（株）パナ・トップ 新潟県 第3回 優良賞

（有）池田電気 愛知県 第4回 審議官賞

（有）ナルデン 和歌山県 第4回 審議官賞、第7回 大臣賞、第12回 審議官賞
びーんず（株） 兵庫県 第5回 大臣賞
（有）協和電気商会 千葉県 第6回 大臣賞
（株）カイノ電器 山形県 第8回 審議官賞、第14回 審議官賞

ガス器具 （株）ダイプロ 大分県 第3回 優良賞
大阪ガスマーケティング（株） 大阪府 第14回 審議官賞

住宅販売・
リフォーム

パナソニック ホームズ（株） 大阪府 第6回 審議官賞、第9回 審議官賞、第12回 審議官賞

住宅設備 奈良日化サービス（株） 奈良県 第4回 大臣賞、第9回 大臣賞、第11回 審議官賞

寝具 ふとんのにしなか 和歌山県 第13回 優良賞

家具 （株）ニトリ、（株）ニトリホールディングス 東京都
第2回 銀賞、第5回 審議官賞、第7回 審議官賞、
第10回 大臣賞、第12回 大臣賞

総合小売 イオン（株） 千葉県 第1回 銀賞

（株）イトーヨーカ堂 東京都 第5回 大臣賞、第7回 大臣賞、第9回 大臣賞

日用品 （株）良品計画 東京都 第3回 優良賞

（株）ダスキン 大阪府 第9回 優良賞

（株）カインズ 埼玉県 第10回 優良賞、第13回 優良賞

（株）大一電化社 奈良県
第10回 審議官賞、第11回 審議官賞、
第12回 大臣賞、第14回 大臣賞

靴 （株）チヨダ 東京都 第6回 審議官賞

ダイアナ（株） 東京都 第9回 優良賞

通信販売 （株）ニッセン 京都府 第4回 審議官賞

（株）ディノス 東京都 第6回 優良賞

（株）ダイワ 大阪府 第7回 審議官賞、第8回 大臣賞、第10回 審議官賞
ジュピターショップチャンネル（株） 東京都 第8回 優良賞
（株）ベルーナ 埼玉県 第8回 優良賞

（株）千趣会 大阪府 第12回 優良賞

教材 （株）ベネッセコーポレーション 岡山県 第4回 審議官賞



部門 所在地 受賞内容

特別賞 IDEC（株） 大阪府 第2回 特別賞

あんしん高度化ガス機器普及開発研究会 第4回 団体特別賞

（株）コシダアート 大阪府 第7回 特別賞

日本福祉用具・生活支援用具協会 東京都 第7回 特別賞

兵庫県電機商業組合 兵庫県 第7回 特別賞

（一財）ボーケン品質評価機構 大阪府 第7回 特別賞

カイハラ産業（株） 広島県 第8回 特別賞

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 東京都 第8回 特別賞

ヤマトロジスティクス（株） 東京都 第8回、第9回、第10回、第12回 特別賞

（株）UL Japan 三重県 第8回 特別賞

（一財）電気安全環境研究所 東京都 第9回 特別賞
（一社）日本ガス石油機器工業会 東京都 第9回 特別賞
（株）友和 東京都 第10回、第12回 特別賞
消費者行政充実ネットちば 千葉県 第11回 特別賞
（株）セブン＆アイ・ホールディングス 東京都 第11回 特別賞
（一社）日本サッシ協会 東京都 第12回 特別賞
ＮＴＴタウンページ（株） 東京都 第13回 特別賞
（株）榎本金属製作所 大阪府 第13回 特別賞
（一財）ニッセンケン品質評価センター 東京都 第14回 特別賞
（株）メルカリ          東京都 第14回 特別賞

企業・団体名


