発 表！

カーグッズ・
オブ・ザ・イヤー

2015
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一年にわたって掲載した全グッズの中から
２０１５年を象徴する代表的な﹁顔役﹂を選抜！
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次ページで、その顔ぶれを一挙大公開
カー用品専門誌として、都度、新商品を追いか

オブ・ザ・イヤー授賞製品だ。年の瀬に振り返る

けいくと、その時々で強く印象に残るエポック

2015年のカー用品動向は、授賞製品の顔ぶれ

メイキングな製品に出会う。登場意義に優れ、

を眺めることで図らずも見えてくる。その登場

新たな価値観を創出し、それ以降のカー用品シー

を祝し、今ここで、あらためて称えたい。選抜製

ンを大きく変える存在感。それが、カーグッズ・

品は次ページにて大発表。刮目して見よ！

ウェット性能に
あらためて重きを置く
きっかけを作った

ハイパワー電源を支える
グローバルブランドの
本格上陸

【 選出理由 】

ジ
ト
ズ
ジョンソンコントロールズ
70120-506-255 http://www.johnsoncontrols.co.jp/

VARTA

BLACK/
BLUE/SILVER
Dynamic

鉛バッテリーにおいて世界ナンバー

YOKOHAMA

最高レベルのウェット性能と高い低燃費性能を両

BluEarth
RV-02

立させた、ミニバン専用低燃費タイヤ。タイヤラベ

マーケットに本格進出。スタンダー
ドの「ブラック」
、大容量かつ著寿
バー」と、3つのシリーズを意欲的

市販カーナビ
〝初〟
として
ハイレゾ対応の
先鞭をつけた

【 選出理由 】

【 選出理由 】

ソフト99コーポレーション
☎06-6942-2851 http://www.soft99.co.jp/

SOFT99

1988年の登場以来、上質な使用感を追求し、ラインアッ

フクピカ
12枚 4.0

プも拡大するなど、着々と進化を果たしてきたフクピカが

MDV-Z702
（W）

音質化が図られている。

第四世代に突入。摩擦を減らし、滑りをよくすることでコー

抜群の性能機能に
特別なる
所有感を与える
極上の贅沢品

価値観の創出などを加

らず、音楽性能の全方位に渡って高

ティング車にも対応するなど、その進化に終わりはない。

SEV ☎03-5423-7514 http://www.sev.info/

んと共に称えようとい

味し、CGM 編集部 の 総

ち早くハイレゾ音源に対応。のみな

KENWOOD

【 選出理由 】

う誌面企画。欲しい物

先進的な技術や新たな

画質のキレイさと、驚くべき操作レス
ポンスを誇っていた「彩速ナビ」のトッ

インキングな製品をよ

アンケート結果を軸に、

JVC ケ
ケンウッド
ウ ド 70120-2727-87
http://www2.jvckenwood.com/

プエンドシリーズが、他に先駆けてい

りすぐり、読者の皆さ

選びの指針となる読者

つつ、ウエットグリップ性能を「a」に引き上げた。

に展開した。

クルマのみならず
空間から人まで
全てに働き掛ける

2015年に登場した新商
品のなから、エポックメ

リング制度において、転がり抵抗「A」を維持しし

命の「ブルー」
、プレミアムの「シル

【 選出理由 】

カーグッズ・
オブ・ザ・
イヤーとは

横浜ゴム 70120-667-520
http://yokohamatire.jp

ワンのシェアを誇る巨人が日本の

身近なロングセラーが
歩みを止めずに
第四世代に突入

２０１５年 を物語るカー用品 の傑作

【 選出理由 】

SEV

ストレス
ブロック

「クルマ・空間・人」と、他方面に効果を発揮
するSGMコンセプトに基づいたフラッグ
シップモデル。ドライブを快適にする効果
のみならず、配置によって走行フィーリン

KTC ☎0774-46-4159 http://ktc.jp/

nepros

9.5sq 革柄
ラチェット
ハンドル

日本が誇るプレミアム工具ブランド「nepros」の
20周年を記念して作られた特別モデル。90枚ギ
ア採用の送り角4度の高性能ヘッドに、特別なあ
つらえを施したグリップが組み合わさり、工具に
対する向き合い方を大きく変えた。

グを変えられる楽しみも併せ持つ。

意のもとで決定する。
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電荷の働きで定着
ガラス質化という
ユニークな考え方

十二の顔ぶれをここで目撃

発表！ カーグッズ・オブ・ザ・イヤー2015
【 選出理由 】

ミラリード ☎06-6452-4004
http://www.mirareed.co.jp/

MIRAREED

コーティング被膜ではなく、クリア層に深く定着して、

Pellucid

ガラス質化を図るという斬新提案。塗装本来の色味を

PCD-01

多走行車用の
配慮と気遣いで
末永い維持をサポート

【 選出理由 】

浮き出させ、艶をキープしつつ、汚れも付きにくいほか、
定着したガラス質は半永久的に持続が可能だという。

ケ
グ合弁会社
EMGマーケティング合弁会社
70120-016-313 http://www.emg-lube.jp/

シールコンディショナーの配合により、

Mobil

Mobil Super
2000 High
Mileage

多走行車に多いオイル漏れを防止。さ
らに漏れに起因するオイル消費量を削
減する効能を併せ持つ。走行距離6万
km を超える多走行車はもちろん、新車
にも安心して使用可能。

脱臭・除菌効果に加え
アロマ機能も得られる
スタイリッシュモデル

【 選出理由 】

パナソニック
パナ
ク 70120-50-8729
http://panasonic.jp/

Panasonic

車載ナノイー
発生機
CA-NEP01

いまだ明るさで
一日の長
第一線で有り続ける
最新最強のＨＩＤ
【 選出理由 】

水とイオンの働きによってニオイを取り除
き、菌の繁殖を抑制するナノイー発生機を
車載用にアレンジ。ダッシュボードにもカッ

PHILIPS

プホルダーにも設置できるコンパクトタイ

X-treme
Ultinon
HID

プで、アロマ機能をも併せ持つ。

ルミレッズジャパン ☎03-3740-5153
http://www.carlight.philips.co.jp/
従来ではアタッチメントの作り分けや脱着が必要だったリ
フレクタータイプとプロジェクタータイプの2種類の配光を、
一つのバルブで達成。正確な配光パターンを得られつつ、
従来品を超えるさらなる明るさと高色温度も両立する。

独自開発の専用設計で
ユーザーの期待に応える
高品質かつ上級なあつらえ

【 選出理由 】

真空パックで
タイヤの鮮度を維持する
斬新提案
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【 選出理由 】

オーディオテクニカ 70120-773-417
http://www.audio-technica.co.jp/

audio-technica

車内音響チューニング・マテリアルシリーズ『ア

アクワイエ
シリーズ

クワイエ』シリーズに、静粛性を高めるキット品
が拡充。冷房効率を高める効果もあり、車内くま
なくをフォローする守備範囲の広さも特長となる。

CarGoods
of T he Year

2015

【 対象 】
本誌2015年3月号から

2016年2月号（本号）ま
でに掲載し、もしくは
発売を開始した全 新
商品
徳重 ☎0566-84-5630
http://www.sisuner.co.jp/

【 選考方法 】
月ごとに受け付けてい
る読者アンケートの投

徳重

コンプレス
フィット

季節ごとに履き換えが習慣化したタイヤの

稿結果を前提に、編集

コンディション管理に適した密閉式の収納

部および制作スタッフ

袋。タイヤ全体をくまなく覆うため、使用
後の汚れが露出せず、屋内での保管にも最
適なアイデア商品。

次号3月号（2016年1月16日発売）で、あらためて特集記事を掲載予定。お楽しみに！

の総意にて決定。数の
上限を設けず、ふさわ
しいと思われるもの全
てを認定する。

