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【「2018年度グッドデザイン賞」受賞について】 

Kunkun bodyは、公益財団法人日本デザイン振興会主催 ２０１８

年度グッドデザイン賞を受賞しました。コニカミノルタのプロダク

ト・デザイン、品質へのこだわりが高く評価されました。 
 

■デザインのポイント 

ニオイチェックは身だしなみと位置づけ、衛生・清潔・安心を 

コンセプトに、端末は持ちやすく、滑りにくい、さらには手に

吸い付くような感触、アプリは真面目さや科学的な印象のある

デザイン 
 

■審査委員の評価  (公式評価コメント) 

体臭を理由とするスメルハラスメントという社会問題も起こっ

ている現代。しかし自分の体臭を自覚することは難しく、他人

に聞くには心理的な抵抗もあるだろう。このように繊細な問題

でもある体臭を数値で確認、客観的に判断して対策を考えたり、計測の結果、自信を持ったり安

心することもできる。時代のニーズが反映されたこれまでにない製品であることと携帯し易いデ

ザインにまとめている点で審査員の評価を得た。 

 

【Kunkun body 製品概要】 

本体 

商品名 Kunkun body (クンクン ボディ) 

価格 30,000 円 (税込)  Kunkun body ウェブサイトでの販売価格 

サイズ 約 108.5 x 53.5 x 22.5mm （縦×横×厚み）（突起部を除く） 

重量  約 100g（バッテリー含む） 

主な端子 充電用 USB Micro B 端子 

電源 リチウムイオン電池内蔵 

標準付属品 Micro USBケーブル 

生産国 日本 

 

アプリ 

対応機種 iOS 端末 iOS 8 以上 

Android 端末 Android OS 4.3 以上、Bluetooth 4.0 以上 

価格 無料 

※仕様は製品本体、アプリともに、2018年10月3日現在の情報です。 

 

つきましては概要をお知らせしますので、取材で取り上げていただきたくよろしくお願いします。 

 

■技術に関するお問い合わせ先 

大阪工業大学 ロボティクス＆デザイン工学部 システムデザイン工学科 客員教授 大松繁 

TEL：06-6147-7961（不在の場合は広報室へ） 

■本件発信部署・取材のお申し込み先 

学校法人常翔学園 広報室（担当：大野、松下）TEL：06-6167-6208 携帯：090-3038-9887 

■製品に関する取材のお問い合わせ先 

コニカミノルタ株式会社 広報グループ（担当：高橋）TEL：03-6250-2100 


