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IPower Products Limited won the iF DESIGN AWARD 2021 
 
Hong Kong, 14.04.2021 – IPower Products Limited was a winner of this year’s iF DESIGN AWARD, the 
world-renowned design prize. The winning product, Electric Pendant Heater + Light & Remote Control, 
won in the discipline product, in the 1.18 Building Technology category. Each year, the world’s oldest 
independent design organization, Hannover-based iF International Forum Design GmbH, organizes the 
iF DESIGN AWARD. 
 
Electric Pendant Heater + Light & Remote Control won over the 98-member jury, made up of 
independent experts from all over the world, with its two semi-circular metallic Incoloy heating 
elements individually operated by remote control and timer for quick-warming left/right directional 
and localized heating as desired, and illumination on demand, so that the user can enjoy the clean 
fresh air in open-door and open-window settings with good and ample ventilation, and sleep 
comfortably under our heater, especially at night and during COVID-19 pandemic. The competition 
was intense: almost 10,000 entries were submitted from 52 countries in hopes of receiving the seal of 
quality. 
 
More information about Electric Pendant Heater + Light & Remote Control can be found in the 
“Winners” section of the iF WORLD DESIGN GUIDE 
https://ifworlddesignguide.com/entry/315465-ipower-heaters. 
 
About IPower Products Limited 
Our group has developed new Patented 360° Electric Infrared Radiant Heaters. With the recent 
fluctuations in natural gas/oil prices, you will find that our 360° Electric Infrared Radiant Heaters is a 
timely, environmental friendly and cost saving alternative for your customers. As we use metallic 
Incoloy heating elements, your customers do not need to breathe in harmful particles or other 
discharges from burning gaseous fuel. Our heaters do not emit the bright and glaring visible light as in 
the case of quartz heating elements and do not emit dangerous gas particles, and can be easily moved 
indoor or outdoor with the lockable wheels. Free Standing Model and the ceiling mounted Pendant 
Heater Model are much welcome at gardens, garages, offices, solariums, club houses, restaurants, 
elderly homes, factories, etc. 
 
About the iF DESIGN AWARD 
For 67 years, the iF DESIGN AWARD has been recognized as an arbiter of quality for exceptional design. 
The iF label is renowned worldwide for outstanding design services, and the iF DESIGN AWARD is one 
of the most important design prizes in the world. Submissions are awarded in the following disciplines: 
Product, Packaging, Communication and Service Design, Architecture and Interior Architecture as well 
as Professional Concept, User Experience (UX) and User Interface (UI). All awarded entries are featured 
on the iF WORLD DESIGN GUIDE and in the iF design app. 
 
For more information, please contact: 
IPower Products Limited  
Suite A, 20th Floor, CMA Building, 64-66 Connaught Road Central, Hong Kong 
Attn.: Mr. Paul K.C. Chan at pkc@ipower.cc and +852-9368-3668 or +852-9500-0939  

Website: www.ipower.cc                                                           

日本語は次のページをご 

 

https://ifworlddesignguide.com/entry/315465-ipower-heaters
http://www.ifworlddesignguide.com/
https://ifworlddesignguide.com/awards/services/design-app
mailto:pkc@ipower.cc
http://www.ipower.cc/
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愛宝科研製品が iF デザイン賞 2021 を受賞 

 

香港、14.04.2021 – IPower Products Limited は、世界的に有名なデザイン賞である今年の iF DESIGN 

AWARD を受賞しました。受賞製品である ElectricPendant Heater + Light＆Remote Control は、1.18

ビルのディシプリン製品で受賞しました。テクノロジー部門。毎年、世界最古の独立したデザイン組

織であるハノーバーを拠点とする iF International Forum Design GmbH が、iF DESIGNAWARD を開催

しています。 

 

Electric Pendant Heater + Light＆Remote Control は、世界中の独立した専門家で構成された 98 名の審

査員を獲得し、2 つの半円形の金属製 Incoloy 発熱体が、リモコンとタイマーで個別に操作され、左を

すばやく暖めます。必要に応じて適切な方向性と局所的な加熱、およびオンデマンドの照明。これに

より、ユーザーは、十分な換気を備えたオープンドアおよびオープンウィンドウの設定で清潔な新鮮

な空気を楽しむことができ、特に夜間や夜間にヒーターの下で快適に眠ることができます。 COVID-

19 パンデミック競争は激しかった：品質の印を受け取ることを期待して、52 カ国から約 10,000 のエ

ントリーが提出された。 

 

電気ペンダントヒーター+ライト＆リモートコントロールの詳細については、iF WORLD DESIGN 

GUIDE https://ifworlddesignguide.com/entry/315465-ipower-heaters の「受賞者」セクショ

ンをご覧ください。 

 

愛宝科研製品について 

私たちのグループは、新しい特許取得済みの 360°電気赤外線放射ヒーターを開発しました。天然ガス/

石油価格の最近の変動により、私たちの 360°電気赤外線放射ヒーターは、タイムリーで環境に優し

く、コストを節約する代替手段であることがわかります。私たちは金属製の赤外線加熱要素を使用し

ているため、ガス燃料の燃焼による有害な粒子やその他の排出物をお客様が吸い込む必要はありませ

ん。当社のヒーターは、石英加熱要素の場合のように明るく眩しい可視光を放出せず、危険なガスを

放出しません。自立型モデルと天井に取り付けられたペンダントヒーターモデルは、庭、ガレージ、

オフィス、サンルーム、クラブハウス、レストラン、老人ホーム、工場などで大歓迎です。 

 

iF デザイン賞について 

iF DESIGN AWARD は、67 年間、卓越したデザインの品質の調停者として認められてきました。iF ラ

ベルは、卓越したデザインサービスで世界的に有名であり、iF DESIGN AWARD は、世界で最も重要

なデザイン賞の 1 つです。製品、パッケージング、コミュニケーションとサービスデザイン、アーキ

テクチャとインテリアアーキテクチャ、プロフェッショナルコンセプト、ユーザーエクスペリエンス

（UX）、ユーザーインターフェイス（UI）の各分野で受賞しています。受賞したすべてのエントリ

は、iF WORLD DESIGN GUIDE と iF デザインアプリ iF design app。 

 

 

詳細については、以下にお問い合わせください。 

IPower Products Limited  

Suite A, 20th Floor, CMA Building, 64-66 Connaught Road Central, Hong Kong  

対象：Mr. Paul K.C. Chan で pkc@ipower.cc と +852-9368-3668 また +852-9500-0939 

ウェブサイト：www.ipower.cc 

https://ifworlddesignguide.com/entry/315465-ipower-heaters
http://www.ifworlddesignguide.com/
https://ifworlddesignguide.com/awards/services/design-app

