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プレスリリース
2021年10月1日[金]配信

グランプリは、10月18日[月] 本展会場内で発表！
眼鏡業界屈指のデザインアワード『第25回 日本メガネ大賞 2022』は、国内外より、2021年
7月1日以降に発売された新フレーム・サングラスの中から、デザイン、機能が最も優れた製
品に贈られます。去る9月に審査会が行われ、ついに今年の受賞製品（５部門３製品ずつ）が
決定いたしました！審査会ではサステナブル素材を使用した製品、今まで以上に高機能を兼
ね備えたデザインの製品が数多くエントリーされ、審査員の間では白熱した議論が繰り広げら
れました。
受賞製品の中から更にグランプリ製品が選ばれ、日本最大*のメガネの展示会「国際 メガネ展
IOFT」の展示会場にて発表、表彰されます。ぜひ取材にお越しください！

※同種の展示会との出展社数、製品展示面積の比較

＜第25回 日本メガネ大賞 2022 グランプリ表彰式＞
●日 時： 10月18日[月] 13:00～ 表彰式
●会 場： 東京ビッグサイト 西展示棟（国際メガネ展 IOFT 会場内特設ステージ）
●表彰部門 ： メンズ、レディース、キッズ、サングラス、機能・技術

澄川伸一氏
プロダクトデザイナー
大阪芸術大学教授

向 千鶴氏
WWDJAPAN編集統括
兼サステナビリティ・

ディレクター

伊藤 美玲 氏
眼鏡ライター

森 一生 氏
グラスフィッター

日本メガネ大賞 審査委員・選考方法
本アワードは下記５名の審査委員によって、厳正なる審査のもと、受賞製品を決定しています。

左合 ひとみ 氏
グラフィックデザイナー
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受賞製品一覧
■メンズ部門

■レディース部門

受賞製品は各社の出展ブースおよび展示会場内の特設ギャラリー
で展示されます。ぜひ、ご取材ください！
★受賞製品のデータを提供します！ >> 取材事前登録

製品名：RIGARDS
モデル名：RG0161ZCLE

ソリッドホーンに宣紙と漆を
何層も重ね、きめ細かく研ぎ
澄まされた質感。書の筆の様
にうねる線が、3次元の美を
醸し出す。βチタンのつるは
裏抜き加工で軽さをプラス。
高級木材の端材をモダンに生
まれ変わらせる。

RIGARDS（株）エクセル眼鏡

製品名：マクシス
モデル名： MXU-217

ジェンダーレス&エイジレス&
ボーダレス。ライン模様のリ
ムに塗ったクリアグリーンと、
アセテートモダンがマッチし
た、透明感のあるデザイン。
円柱状のバチ先が、重量バラ
ンスを後ろに下げ、鼻の負担
を軽減。

製品名：ディテールグラム
モデル名：DG0008GB51

大人のカジュアルをコンセプ
トにデザイン。前面は薄いチ
タンシート削り出し、リム巻
きを内側にする事でレンズの
厚みを隠し、ブリッジパーツ
に分け、ブロー部分を染色に
する事で重くなり過ぎないよ
うにしている。

（株）ディテールグラム

製品名：trico
モデル名：lib-br

「小顔女性をきちんと美しく
するメガネ」世界初、小顔女
性女性のために生まれたアイ
ウェアブランドです。

（株）トニーセイムジャパン JF Rey

製品名：VOLTE FACE 
モデル名： POMME0135 
from Artenik concept
“Artenik“シリーズのコンセプ
トで、エスニックパターンから
インスパイアした素晴らしいセ
ルフレーム“POMME”(ポム…フ
ランス語でリンゴの意味)です。
万華鏡のような演出で明るく甘
い色合いのセル素材に、ハイク
オリティな彫塑と独自のデザイ
ンで表現しています。

製品名：リリクルーレ
モデル名：LILY-CLEAR02 
ラベンダーピンク
メガネを掛けた瞬間にメイク
アップが完了する『リリク
ルーレ』。現代の忙しい女性
を応援する新しいアイメイク
のご提案です。プロのメイク
アップアーティスト監修のも
と、12色のラインナップをご
用意しております。

（株）ニデック

<報道関係 お問合せ先＞ RX Japan（株） I O F T 広報担当：粟野 TEL：03-3349-8508

https://www.ioft.jp/shuzai/
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■サングラス部門

■キッズ部門

製品名：FLOAT KIDS
モデル名：RISU-BROWN

ヒンジレスで頭の大きさを選
ばない構造。激しい動きにも
対応できるようにシリコン
パッド、テンプルには芯材を
いれて個々に合わせさらに細
かい調整を可能にした。壊れ
づらいよう特殊樹脂を採用し、
同時に軽さも実現。

アルファ（株） （株）フェイスオプティック

製品名：gosh
モデル名： gos-1009

マニッシュな多角形シェイプ
とストライプで大人かわいさ
を意識したデザイン。フロン
トはお子さんの顔をしっかり
と固定するステンレスを使い、
テンプルは掛け心地と動きに
柔軟に対応できるβチタンを
使っている。

製品名：ジェイキッズ
モデル名：GR-20 
子どもたちの成長と共にあ
る矯正道具の企画・開発
①ヨロイ交換可能で経済的負
担の軽減②故障が多い丁番部
分はプレス一体成型。駒折れ
に対応③成長過程の鼻筋に対
応した低めのパッド位置④強
度と調整のバランスを考慮し
た鼻あて部分⑤腕の長さを調
整可能な設計

オリエント眼鏡（株）

製品名：VAVA EYEWEAR
モデル名：WL0049

WL0049はバイオアセテート
と軽量アルミニウムで作られ
ており、両方とも環境に優し
く、100％リサイクル可能。
このモデルWL0049は、
VAVA WHITE LABELのバル
ベリーニ ミネラルクリスタル
レンズを備えたトップバー型
のサングラスフレームはイタ
リア製で手作り。

VAVA Eyewearタナカフォーサイト（株）

製品名：リバース
モデル名： Re-101

トウモロコシを主成分とした、
100%生分解性(土に還る)の
サングラス。土壌汚染されて
いない土であれば2カ月で分
解をするSDGsの最たる商品。
レンズもバイオ原料(ヒマシ
油)を用いたバイオレンズを一
部採用。

製品名：ホプニック
モデル名：ハイコントラス
ト偏光エアリーグラス

眼鏡の上からハイコントラス
ト偏光サングラス、フレーム
にエアリーダクトをデザイン
し、驚きの軽さを実現。レン
ズはイエローライトカットで
コントラストを高めた新偏光
レンズ(Orfevre)を採用。

（株）ホプニック研究所
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受賞製品一覧
受賞製品は各社の出展ブースおよび展示会場内の特設ギャラリー
で展示されます。ぜひ、ご取材ください！
★受賞製品のデータを提供します！ >> 取材事前登録

https://www.ioft.jp/shuzai/
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■機能・技術部門

製品名：JFREY
モデル名：HOLLOW 
JF29520030
中空構造のフレームに、カラー
リングでビンテージ感を出しま
した。正面から見ると、セル生
地が溝を隠したり見せたりして
いる、遊び心溢れるデザインで
す。フロントのヨロイもデザイ
ンの一部です。クリップ留めは
「Hollow」という名のシステ
ムで、スマートで効果的な構造
でヨロイに調和しています。

JF Rey山本光学（株）

製品名：スワンズ
モデル名：ガーディアン
フィット・フォーカス
3Dプリンタを用いて製品化し
た世界初＊のスポーツ用ゴー
グル(度付対応)。ラティス構
造による軽量化と衝撃吸収性
の向上で、快適性と安全性を
両立し、さらに微細な通気構
造により高い防曇性能を実現
する。＊当社調べ

製品名：[dun]
モデル名：DUN-2164-
8col （単式跳ね上げ）
働く女性に、デザインと常用
するメガネを重点に開発した
跳ね上げ枠をご提案。機構部
分が目立たず、「一昔前の跳
ね上げメガネ」とは別格の
シャープなデザインが特徴的
です。カメラ映えも良くリ
モートワークでも活躍。

（株）三工光学

＜第25回 日本メガネ大賞 2022 展示ギャラリー＞
●日時：10月18日[月] ～20日[水] 10:00～18:00

※最終日のみ17:00終了
●会場：東京ビッグサイト 西展示棟

（国際メガネ展 IOFT 会場内特設ステージ）

※本展の取材は事前登録が必要です。
※取材のお申込は、「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。
※事前のご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合、また報道活動が認められないと主催
者が判断した場合（個人ブログ・SNS等、極めて限定的な発信を含む）は 当日プレス受付をお断りする可能性がございます。
あらかじめご了承ください。

<報道関係 お問合せ先＞ RX Japan（株） I O F T 広報担当：粟野 TEL：03-3349-8508

受賞製品一覧
受賞製品は各社の出展ブースおよび展示会場内の特設ギャラリー
で展示されます。ぜひ、ご取材ください！
★受賞製品のデータを提供します！ >> 取材事前登録

日本メガネ大賞 審査委員 講評

澄川伸一氏
プロダクトデザイナー/大阪芸術大学教授

全世界より総数172製品のエントリーがあり、全体としては、パンデ
ミックの影響もあるようで、落ち着いたデザインで作りの丁寧なものが
数多く見受けられました。既存の技術を応用しながらも決して目立つこ
となくシンプルな生活にふさわしい眼鏡が数多くエントリーされていた
のはうれしい限りです。マスクで顔の半分がおおわれている現在、眼鏡
の重要性はコミュニケーションの一つとして更に重要になってくると思
われます。

https://www.ioft.jp/shuzai/
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