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生ごみ減量乾燥機『Paris Paris Cue（パリパリキュー）』 

国際的に権威のある世界 3大デザイン賞である 

「iFデザインアワード 2020」、「Red Dotデザインアワード 2020」をW受賞。 

さらにデザイン賞の中の賞と呼ばれる 

「GERMANデザインアワード 2021」の特別賞を受賞。 

また日本を代表する「グッドデザイン賞 2020」も受賞。 

～革新性と機能性が高く評価！家庭生ごみをワンタッチ＆短時間でクリスピーにできる便利ツール～ 

 
島産業株式会社（本社：香川県観音寺市中田井町１番地、代表取締役 島 憲吾）が 2020 年 4 月に発売し

た室内用温風乾燥式生ごみ減量乾燥機『Paris Paris Cue（パリパリキュー）』が、国際的に権威のある世界

3 大デザイン賞「iF デザインアワード 2020」、「Red Dot デザインアワード 2020」の 2 つをＷ受賞しまし

た。さらに世界のデザイン賞の中の賞と呼ばれる「GERMAN デザインアワード 2021」の特別賞を受賞し

ました。また、日本を代表するデザイン賞「グッドデザイン賞 2020」も受賞しました。 

 

 
 

■Paris Paris Cue        ～家庭生ごみをワンタッチで短時間の内にクリスピーに～       

室内用温風乾燥式生ごみ減量乾燥機。控えめで物静か、そして清潔感のある

デザインで、キッチンになくてはならない陰の立役者として活躍します。 

従来の生ごみ処理機の大きさより劇的に小さくすることでキッチンに置く

ことを可能にしました。 室内に置くために、①衛生面（音、臭気、細菌）、

②超簡単な使い方、③安価なランニングコスト、④安全性を最大限考慮し  

設計されています。  よって、赤ちゃんが居ても快い環境が提供できます。     

また、国連 SDGs を考慮し、CO2 削減にも貢献することができます。 

※“Paris-Paris”は日本では落ち葉のようなクリスピーなものが砕ける音、 

“Cue”は落ち葉を踏みしめる音です。 
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「iF デザインアワード 2020」では、78 名のデザイン専門家が世界 56

ヶ国／地域から集まった 7,298 件の応募デザインを厳正に審査。 

 

「Red Dot デザインアワード 2020」では、約 40 名の国際的なデザイン

の専門家が、世界 60 ヶ国／地域から集まった 6,500 件以上の応募デザ

インを厳正に審査。 

 

「GERMAN デザインアワード 2021」では、9 つの国籍からデザイン 

業界の代表する国際的にも著名な専門家、約 40 名で、世界 60 ヶ国／ 

地域から集まった 5,000 件以上の応募デザインを厳正に審査。 

 

「グッドデザイン賞 2020」では、国内外のデザインの専門家など、 

各分野の一線で活躍されている 94 名で、世界の各国と地域から集まった 

4,769 件の応募デザインを厳正に審査。 

 

『Paris Paris Cue』は、プロダクト分野において革新性と機能性が高く評価され、 

それぞれの賞を受賞しました。 

 

※「German デザインアワード 2021」について 

1953 年設立のドイツデザイン評議会が主催する国際的なデザイン賞であり、世界各国で開催されてい

る iF デザインアワードや Red dot デザインアワードなどの国際的に権威のあるデザイン賞を受賞して

おり、且つその中からドイツデザイン評議会が推薦した作品のみがノミネート(Nominee)を受け初めて

参加ができ、その後受賞製品の選出が行われます。その敷居の高さから、「ノミネート自体が名誉」や、

「賞の中の賞」とも呼ばれています。 

＞＞＞German Design Council：https://www.german-design-council.de/about/ 

 

※「iF デザインアワード 2020」について 

iF デザイン賞は、近代デザイン発祥の地ドイツで始まった、1953 年から続く世界で最も歴史があり、デザ

イン界の「オスカー賞」とも称される、国際的に権威のある世界 3 大デザイン賞の 1 つ。審査ではさまざ

まな分野の製品を対象に、デザインの独創性・造形美を最優先評価項目とした上で、革新性・機能・使いや

すさ・品質・価格・環境への配慮といった商品価値の総合力が評価されます。 

＞＞＞iF WORLD DESIGN GUIDE：https://ifworlddesignguide.com/ 

 

※「Red Dot デザインアワード 2020」について 

Red Dot デザイン賞は、1955 年にドイツで始まった世界最大級のデザイン賞で iF デザイン賞と同じく世

界 3 大デザイン賞の１つです。「優れたデザインとイノベーションの追求」をモットーに、さまざまな分野

での経験と専門知識豊富な審査員が、革新性や機能性、品質、人間工学、耐久性などを評価します。 

そして、高いデザイン品質を認められた製品にのみレッドドットが授与されます。 

＞＞＞Red Dot Design Award：https://www.red-dot.org/ 

 

※「グッドデザイン賞 2020」について 

1957 年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーション

の活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図ると

ともに、会社の課題やテーマの解決にデザインを生かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシン

ボルである「G マーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。 

＞＞＞GOOD DESIGN AWARD ：https://www.g-mark.org/ 

https://www.german-design-council.de/about/
https://ifworlddesignguide.com/
https://www.red-dot.org/
https://www.g-mark.org/
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【Paris Paris Cueについて】 

家庭用生ごみ減量乾燥機 パリパリキュー 

P システム（自動停止機能）、3 時間後スタート予約機能搭載モデル 

発売日／ 2020 年 4 月 

 
『Paris Paris Cue』は、独自技術「P システム」を採用。生ごみの乾燥状態を自動で判断する自動停止

機能、3 時間後スタート予約機能が使用でき、より処理時間を短く省エネに、また深夜電力の活用で   

電気代節約等のユーザビリティも向上しています。 

 

「Paris Paris Cue」URL： https://www.parisparis.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜商品概要＞ 

・商品名／ 家庭用生ごみ減量乾燥機 パリパリキュー 

・型式／ PPC-11（1～5 人用） 

・処理方式／ 温風乾燥式 

・サイズ／ 幅 230mm × 奥行 270mm × 高さ 270mm     ・重量／ 約 4.1kg 

・電源／ 100V（50/60Hz）                  ・消費電力／ 300W  

・処理量※1／ パリパリモード： 約 500g/回(約 1.4L)～最大約 1000g/回(約 2.8L)  

       ソフトモード： 約 300g/回（約 1.1L）～約 500g/回(約 2.0L) 

・処理時間※1／ パリパリモード： 約 7 時間 30 分～約 10 時間 40 分 ※最大処理時間は約 12 時間です。 

        ソフトモード： 約 4 時間 10 分～約 5 時間 20 分  

・電気代※1※2／ パリパリモード： 約 28 円～約 45 円  

        ソフトモード： 約 16 円～約 23 円 

・運転音※3／ 約 36dB 

・投入できる生ごみ／ ご飯・めん類、野菜・果物くず、茶がら、肉類・魚類、その他一般的に人が食べら

れる調理物（スプーンや爪楊枝、お茶パックなどを誤って投入しても故障の心配はありません） 

・付属品／ 脱臭フィルター（PPC-11-AC33）1 個（交換目安：4～9 ヶ月）、 

バスケット用水切りネット 15 枚/袋 
※1：標準試験生ごみ（自主基準）を処理した場合。 

※2：電力料金目安単価 27 円/kWｈ（税込）で計算。 

※3：（試験機関）香川県産業技術センター 

ピンクゴールド             ホワイト                 ブラック 

https://www.parisparis.jp/
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＜商品特長＞ 

 

 悩みの原因である生ごみの水分と雑菌を乾燥させるだけで、におい、悪臭、虫・コバエ、汁だれなど

を防ぎ重さも約 1/5 に減量！ 1～5 人世帯までの生ごみを処理でき、ごみ出しも楽になり、回数も

減らせます。 

 処理物は有機質肥料としても利用可能です。 

 大きさはＡ４用紙サイズ程度でコンパクト、卓上で使えるので場所を取りません。 

 脱臭ユニットに独自の技術を採用し、乾燥中の嫌なにおいは、活性炭を使った脱臭フィルターでしっ

かり脱臭します。 

 温風だけで乾燥させるため運転音は約３６ｄB でとても静か。深夜でも安心して使用できます。 

 バスケットに骨や貝殻、爪楊枝等が入っていても面倒な分別をしなくても処理が可能です。 

 汚れが気になるバスケットと受け皿は洗剤で浸け置き洗いができ簡単なお手入れで常に清潔に保て

ます。 

 

 

 

 

 

【会社概要】 

会社名：島産業株式会社 

所在地：香川県観音寺市中田井町 1 番地 

設立： 1963 年 3 月 

代表取締役：島 憲吾 

事業内容：環境プラントの企画、設計、施工及びメンテナンス保守（下記参照）   

     及び 家庭用生ごみ減量乾燥機の開発、設計、製造、販売 

URL： https://www.parisparis.jp/ 

 

 

島産業株式会社は、クリーンな環境を最大限に実現する環境施設のプラント企画・設計・施工及びメンテナ

ンス保守と各種環境機器の開発・製造・販売をしているプラントエンジニアリング会社です。近年は官公庁

や大手重工機械メーカーからのご依頼を中心に、リサイクル施設や粗大ごみ処理施設などの環境プラントを、

日本各地で企画・設計・施工しています。 

 

 

 

https://www.parisparis.jp/

