
グッドデザイン賞では数多く応募される対象を目的や機能性により類別し、それぞれのカテゴリーにおいて専門
の審査チームを編成し、審査を行います。このため応募に際し、応募者自身で応募カテゴリーを選択してくださ
い。なお、同一の対象を複数の応募カテゴリーに分け、併願することはできません。ただし、同一対象であっても
「有形」に分類される応募カテゴリーと「無形」に分類される応募カテゴリーに分けて応募することはできます。

応募カテゴリーの考え方
情報社会の発展に伴い、デザインがなされる対象の多くは具体的なかたち（ハードウェア）と同時に、さまざま
な関係を維持するためのシステム・仕組み（ソフトウェア）などを包含したトータルなデザインへと変化しています。
そのため、応募される対象もひとつの応募カテゴリーの範疇に収まらず、どのカテゴリーを選択してよいか迷うこ
とが数多く想定されます。
グッドデザイン賞の審査において、応募カテゴリーは「どの視点を重視して応募対象を見て欲しいとするか」に
関する応募者からの宣言と考えます。したがって、応募カテゴリーは応募される対象において最も重視して欲し
い視点を選ぶ作業とお考えください。

応募カテゴリーの分類
応募カテゴリーは、「その対象を使用するユーザー（ユーザー）」と、「その対象が主にどのような機能性を有す
るか（レイヤー）」の二次元行列（マトリックス）によって構成されます。

ユーザー
想定するユーザーにより、以下の２つに分類します。

レイヤー
そのデザインが主として持ちうる形態的特徴によって、以下の６つの「レイヤー」に分類します。

応募カテゴリー一覧

有形（Tangible）

無形（Intangible）

融合（Fusion）

１．製品（Product）

２．空間（Space）

３．メディア（Media）

４．仕組み（System）

５．取り組み（Activity）

６．先端（Front Edge）

かたちを有するもの

かたちを有する様々な要素により
場を構成するもの

かたちを有さず情報伝達の媒介となるもの

複数の要素が組織的に構成され、
総合的に目的を達成するもの

特定の目的を達成するための
様々な取り組みの総体

有形・無形を問わない先端的かつ
実験的な取り組み

専門家向け（Professional-use）

 専門的なユーザー

一般・公共向け（General-use）

一般的なユーザー



別表  応募カテゴリー一覧

 A. 一般・公共向け
General-use

有 形
Tangible

1.製 品
Product

日常的に身に着ける製品
書く･生産するための製品

料理用の製品
学ぶ･研究するための製品
医療･健康･美容用の製品

生活用の製品

趣味･スポーツ用の製品

音響･放送用の機器
情報機器
移動用の機器･設備
商取引用の製品
公共空間用の機器･設備
家具
建物用の設備

インテリア
住宅
施設
土木･区域
工法

コンテンツ

食品･パッケージ

ソフトウェア･サービス･
システム

プラットフォーム

ビジネスモデル

手法
ソーシャルキャピタル

実験･先駆的デザイン

2.空 間
Space

3.メディア
Media

4.仕組み
System

5.取り組み
Activity

6.先 端
Front edge

無 形
Intangible

融 合
Fusion

 B. 専門家向け
Professional-use

B1-01  業務用装身具

B1-02  事務用品・工具

B1-03  農具・農業用機器

B1-04  生産・製造用機器・設備

B1-05  素材・部材／生産・開発・製造技術／
製造法

B1-06  業務用厨房機器

B1-07  研究開発・実験用機器・設備

B1-08  医療用の機器・設備

B1-12  業務用放送・音響機器

B1-13  業務用情報機器

B1-14  業務用移動機器／業務用移動用設備

B1-15  業務用店舗什器／商取引用業務機器

B1-16  業務用公共機器・設備

B1-17  オフィス家具／業務用照明器具

B1-18  業務空間用の設備

B2-01  業務用空間・内装

B2-03  業務用の建築・施設

B2-04  土木構造物

B2-05  産業・公共用建築工法

B3-01  業務用メディア・コンテンツ／
ブランディング・CI

B3-02. 業務用のパッケージ

B4-01  業務用ソフトウェア・サービス・システム／
業務用機器インターフェイス

B4-02  社会基盤システム／
インフラストラクチャー

B4-03  ビジネスモデル

B5-01  研究・開発手法

B5-02  産業向けの意識改善／
マネジメント方法

B5-03  産業向けの社会貢献

B6-01  専門家向けの先端的デザイン

A1-01  装身具

A1-02  文房具

A1-06  キッチン用品

A1-07  教材・教育用品

A1-08  衛生・美容・健康用品／
家庭用医療器具

A1-09  生活・日用品、雑貨

A1-10  生活家電

A1-11  スポーツ・アウトドア／
レジャー・ホビー・園芸用品

A1-12  音響・映像機器

A1-13  情報家電／公共用情報機器

A1-14  移動用機器・設備

A1-15  店舗・販売用什器

A1-16  公共施設用機器・設備／公共用家具

A1-17  生活家具／家庭用照明器具

A1-18  住宅設備

A2-01  店舗内装設計・インテリア・公共空間

A2-02  住宅・住空間

A2-03  公共用の建築・施設

A2-04  街区・地域開発

A2-05  住宅用工法

A3-01  宣伝・広告・メディア・コンテンツ

A3-02  食品、パッケージ

A4-01  ソフトウェア・サービス・システム／
インターフェイス

A4-02  ソーシャルプラットフォーム

A5-01  教育・推進・支援手法

A5-02  個人・公共向けの意識改善

A5-03  地域・コミュニティづくり／
社会貢献活動

A6-01  一般・公共向けの先端的デザイン

※「6.先端（Front Edge）」はまだ商品化または事業化に至っていない先端的かつ実験的な取り組みを指しますが、最終製品と同等の機能・性能を有し、2016年3月
31日までにユーザーが利用できるものごとで、2015年9月29日の受賞発表日に公表でき、かつ10月30日から開催される「グッドデザイン賞受賞展」において公開展示
できるもののみを対象とします。



応募対象分類に含まれる具体的な品目：

A．一般・公共向け
【有形】
1.製品
A1-01
装身具
コンタクトレンズ、眼鏡、マスク、補聴器、歩数計、活動量計、アクセサリー、

A1-02
文房具
ペン、ノート、手帳、のり、はさみ、カッター、ステープラー、テープカッター、
修正液、印鑑、朱肉、定規、電卓、封筒、付箋、本立て、ブックカバー、額縁、
絵画道具（絵具、パレット、クレヨン）、カレンダーなど

A1-06
キッチン用品

弁当箱、調味料入れ、鍋、フライパン、調理器具（包丁、おたま、トング、ター
ナー、スライサー、ざる、ボウル等）、キッチン用清掃道具など

A1-07
教材・教育用品
知育玩具、教材、教育用ツール、虫眼鏡、顕微鏡、フラスコ、ビーカーなど

A1-08
衛生・美容・健康用品／家庭用医療器具

室用マット、洗濯用ネット、洗剤、洗浄用スポンジ、シャンプー、ボディケア
用品、バス用品、簡易トイレ、美顔ローラー、メイクアップ用品、美容器具、
湯たんぽ、体重計、体温計、血圧計、マッサージ器具、マッサージチェア、
フィットネス器具、家庭用医薬品、吸入器、血糖値測定器、インシュリン用
注射器など

A1-09
生活・日用品、雑貨
傘、うちわ、ほうき、ちりとり、掃除道具、防災用具、除雪具、裁縫道具、クッ
ション・座布団、マット、絨毯、寝具（枕、ふとん等）、ゴミ箱、ハンガー、殺
虫器、香炉、福祉用品、介護用品、仏具、その他日用品など

A1-10
生活家電
懐中電灯、置時計、デジタルフォトフレーム、掃除機、洗濯機、冷蔵庫、電
子レンジ、炊飯器、電気ケトル、コーヒーメーカー、浄水器、フードプロセッ
サー、ホットプレート、空気清浄機、加湿器、扇風機、ストーブ、ミシン、アイ
ロン、高圧洗浄機など

A1-11
スポーツ・アウトドア／レジャー・ホビー・園芸用品
バット、ボール、レガース、ゴルフクラブ、釣竿、リール、ヨガマット、トレーニ
ング用品、審判台、ラインカー、テント、ランタン、トレッキングポール、アウ
トドア用椅子・テーブル、方位磁石、双眼鏡、寝袋、クーラーボックス、バー
ベキューコンロ、楽器（ピアノ、ギター等）、玩具（カードゲーム、ゲーム機
等）、ペット用品（リード、ペット用トイレ、水槽等）、花器、鉢植え、プラン
ター、じょうろ、ホースリール、散水ノズル、剪定はさみ、スコップ、家庭用植
物工場など

A1-12
音響・映像機器
ヘッドフォン、イヤホン、ヘッドセット、スピーカー、オーディオプレーヤー、
オーディオアンプ、オーディオミキサー、インシュレーター、マイク、テレビ、
モニター、ビデオデッキ、DVDプレーヤーなど

A1-13
情報家電／公共用情報機器
デスクトップパソコン、ノートパソコン、タブレットPC、マウス、キーボード、
スタイラス、カメラ、ビデオカメラ、電話機、携帯電話、スマートフォン、通信
モバイル端末、プリンター、スキャナー、プロジェクター、HEMS機器など

A1-14
移動用機器・設備
車椅子、歩行器、ベビーカー、自転車、バイク、乗用車、鉄道、客船、フェ
リー、航空機、自転車用品、ギヤセット、ペダル、速度計、バイク用品、自動
車用部品、カー用品、自動車用タイヤ、カーオーディオ、カーナビ、船舶用
品、航空機用品、エスカレーター、エレベーターなど

A1-15
店舗・販売用什器
券売機、自動改札機、ATM、看板、デジタルサイネージ、理美容器具、パチ
ンコ機器、展示・陳列什器、店舗用植物工場など

A1-16
公共施設用機器・設備／公共用家具
自動ドア、火災報知器、避難誘導等、教育施設用椅子・机、ラウンジソ
ファー、電話ブース、セキュリティゲート、公共用ゴミ箱、公共用仮設トイレ、
公共施設用洗面台、公共施設用階段、ボラード、フェンス、街灯、サイン板、
電柱、カーブミラー、可動柵、ストリートファニチャー、観客席、点字タイル、
舗装、公園用遊具など

A1-17
生活家具／家庭用照明器具
衝立、ハンガーポール、物干し、おまる、ベビーバス、椅子、ソファー、テーブ
ル、机、収納ケース、棚、収納家具、ベッド、ベビーベッド、電球、シーリング
ライト、ペンダントライト、デスクライト、フロアランプなど

A1-18
住宅設備
建築金物、建具、内外装材、屋根材、カーテン、エアコン、ビルトイン家電、
キッチン、レンジフード・換気扇、給湯機、給湯リモコン、洗面台、インター
ホン、シンク、シャワー、浴槽、便器、階段、車庫、浄水設備、表札、ポスト、
雨どい、ウッドデッキ、テラス、日よけ、シェルターなど

2.空間

A2-01
店舗内装設計・インテリア・公共空間
展示会ブース、店舗内装設計、店舗インテリア、イベント空間、展示空間、
空間演出、照明計画、VMD、庭、間取り設計など

A2-02
住宅・住空間
商品住宅、工業化住宅、個人住宅、集合住宅（アパート、マンション等）、
リノベーション住宅、住宅地区開発、老人ホーム、寮など



A2-03
公共用の建築・施設
店舗、ホテル、ショールーム、学校、庁舎、銀行、福祉施設、文化交流施設、
美術館、博物館、図書館、保育園、幼稚園、病院、診療所、リハビリ施設、
空港、駅舎、広場、公園、歩道、バスターミナル、展望台、寺院、宗教施設、
競技場、スタジアム、複合商業施設など

A2-04
街区・地域開発
市街地区開発、地域・区域開発、都市計画など

A2-05
住宅用工法
住宅用建築工法、住宅用構造部材、住宅用免震構造など

【無形】
3.メディア
A3-01
宣伝・広告・メディア・コンテンツ
テレビゲーム、書籍、電子書籍、雑誌、ウェブサイト、デジタルフォント、フ
リーペーパーマガジン、テレビ番組、パブリックサイン、案内標識、広告、プ
ロモーション企画、販促・宣伝イベント、企業広告・広報、自治体機関誌、
地域観光マップ、地域広報誌、地域振興キャンペーンなど

A3-02
食品、パッケージ
介護食、離乳食、病院食、機内食、飲料・食品パッケージ、食品・飲料用
包装容器、商品パッケージ、日用品の包装・容器のデザイン、化粧品パッ
ケージ、医薬品パッケージ、教育用ツールのパッケージ、シャンプーボトル、
CDジャケット、包装容器など

4.仕組み
A4-01
ソフトウェア・サービス・システム／インターフェイス
映像編集ソフトウェア、教育用ソフトウェア、自動翻訳プログラム、家計簿
アプリ、地図アプリ、SNS、保険サービス、子育て支援サービス、介護支援
サービス、防犯システム、教育システム、住宅購入・設計支援サービス、集
合住宅入居者向けサービス、HEMS、住宅メンテナンスサービス、住宅・
建材供給システム、住宅価値創造サービス、家電インターフェイス、ATM
のインターフェイスなど

A4-02
ソーシャルプラットフォーム
ソーシャルビジネス、自治体制度、学会、コミュニティプラットフォームなど

5.取り組み
A5-01
教育・推進・支援手法
教育支援プログラム、住まいづくり支援プログラム、地域交流プログラム、
ボランティア支援プログラムなど

A5-02
個人・公共向けの意識改善
防災意識向上のための取り組み、職業体験ワークショップ、体験型学習プ
ログラム、復興支援に関する取り組み、文化啓蒙活動など

A5-03
地域・コミュニティづくり／社会貢献活動
地区の交流推進への取り組み、地域資源保全活動、教育推進および支
援活動、環境保全に関する取り組み、発展途上国支援、循環型社会創出
活動、まちづくりへの取り組み、祭り企画、イベント企画、ランドスケープデ
ザインなど

【融合】
6.先端
A6-01
一般・公共向けの先端的デザイン
先端技術を活用した一般・公共向け商品・システムの先行開発、実験的
な一般・公共向け商品・システムの先行開発など

B．専門家向け
【有形】
1.製品
B1-01
業務用装身具
指サック、ネームプレート、腕章、防塵マスク、防塵ゴーグル、作業手袋、軍
手、絶縁手袋、ヘルメット、ライフジャケット、安全ベスト、作業着、白衣、作
業靴、安全靴、ランヤード、安全帯、など

B1-02
事務用品・工具
伝票、ファイルバインダー、レーザーポインター、関数電卓、裁断機、製本
用品、製図用品、金庫、梱包資材、段ボール箱、誘導バトン、ホワイトボー
ド、台車、ペンチ、ニッパー、ドライバー、のこぎり、作業小物、スプレー、ペ
ンキ、工具入れ、万力、治具、電動工具など

B1-03
農具・農業用機器

米機、計量機、畦塗機、トラクター、スピードスプレイヤー、農薬散布用ラ
ジコンヘリコプター、コンバイン、田植機など

B1-04
生産・製造用機器・設備
投光器、データロガー、制御機器、デジタルマイクロメータ、電流プローブ、
計測機器、測量機、表示器、FA機器、プログラマブルコントローラー、アク
チュエーター、工業用ロボット、加工機、マシニングセンター、半導体製造
装置、足場、ホイールローダー、油圧ショベル、クレーン、枚葉印刷機、コン
テナ、ベルトコンベヤ、自動搬送機など

B1-05
素材・部材／生産・開発・製造技術／製造法
シート素材、紙、ブロック、セラミックス素材、ガラス素材、塗料、加工方法、
製造方法、工法、搬送技術など

B1-06
業務用厨房機器
寸胴鍋、蒸し器、揚鍋、中華鍋、ホテルパン・フードパン、キッチンポット、
業務用フライパン、業務用ボール・ざる、業務用包丁、その他業務用調理
器具、バンケットウェア、番重、バスボックス、ピザ窯、業務用冷蔵庫、業務
用ワインセラー、業務用食器洗浄機、業務用給湯機、厨房、タオルウォー
マー、製氷機、冷凍ストッカーなど

B1-07
研究開発・実験用機器・設備

蛍光X線分析装置、生化学自動分析装置、ヒュームフード、環境試験器、
耐久試験装置、加速器、電波望遠鏡など

B1-08
医療用の機器・設備
注射器、点滴、薬剤、ステント、手術器具、担架、生体モニター、洗浄器、吸
引機、治療機器、ナースコール、医療用カート、診察台、医療用什器、病院
内設備、検査・診断機器（超音波診断機、MRI、CTスキャン、レントゲン機
器等）、分析装置、薬剤梱包機など



B1-12
業務用放送・音響機器
ミキシング・コンソール、マルチトラック・レコーダー、マトリックス・スイッ
チャー、業務用スピーカー、業務用マイク、業務用パワーアンプ、ワイヤレス
マイクシステム、音響プロセッサー、業務用ビデオカメラなど

B1-13
業務用情報機器
業務用パソコン、シンクライアント、業務用電話機、セキュリティカメラ、業
務用モニター、プロジェクター、トランシーバー、業務用無線通信機、業務
用プリンター、プリント複合機など

B1-14
業務用移動機器／業務用移動用設備
商用車、バス、トラック、クレーン車、除雪車、貨物列車、タンカー、輸送用
ヘリコプター、商用車用タイヤ、鉄道用信号、踏切、信号機、ガードレール、
電気自動車用充電スタンド、ガソリン計量機など

B1-15
業務用店舗什器／商取引用業務機器
レジカウンター、レシートプリンター、ラベルプリンター、POS端末、ハン
ディーターミナル、バーコードスキャナー、キャッシュドロワー、計数はかり、
決済端末、レジスターなど

B1-16
業務用公共機器・設備
側溝蓋、マンホール蓋、分電盤、地震センサー、水量計測器、太陽光電池
アレイ用架台、工事用フェンス、消火栓、工事用看板、安全旗、カラーコー
ン、バリケード、工事現場用照明、書架、基地局、送電塔、風力発電機など

B1-17
オフィス家具／業務用照明器具
オフィスチェア、オフィステーブル、デスクワゴン、収納棚、キャビネットラッ
ク、ロッカー、収納システム、パーティション、応接セット、ワークステーショ
ン、オフィス用シーリングライトなど

B1-18
業務空間用の設備
天井埋め込み型エアコン、監視カメラユニット、セキュリティボックス、監
視制御システム、管制システム、制御パネル、業務用インターホン、シャッ
ターなど

2.空間
B2-01
業務用空間・内装
オフィス空間・内装、工場内空間・内装、作業場空間・内装、管制室、制
御室、コントロールセンター、オペレーションセンターなど

B2-03
業務用の建築・施設
オフィスビル、研究所、工場、倉庫、物流センター、コンテナヤード、工業団
地、発電プラント、化学プラント、浄水場など

B2-04
土木構造物
橋梁、ダム、防波堤、道路、土手、トンネル、ジャンクション、上下水道、水路、
分水路、港湾など

B2-05
産業・公共用建築工法
建築工法、建設工法、土木工法、解体工法、構造部材、免震構造など

【無形】
3.メディア
B3-01
業務用メディア・コンテンツ／ブランディング・CI
社内向け情報配信メディア、社内誌、新商品発表会、ブランド管理マニュ

ポーコ（IC、グンィデンラブ、ルアュニマスビーサ、ンイラドイガ務業、ルア
レート・アイデンティティ）、など

B3-02
業務用のパッケージ
輸送用パッケージ、梱包容器など

4.仕組み
B4-01
業務用ソフトウェア・サービス・システム／業務用機器インター
フェイス
CADソフトウェア、開発用ソフトウェア、医療用ソフトウェア、顧客管理用ア
プリ、遠隔医療システム、電子カルテシステム、図書館検索システム、EMC
（電子機器受託生産サービス）、無菌システム、FAシステム、ロジスティク
スシステム、POSシステム、オーダーシステム、ASPサービス、業務用機器
のインターフェイスなど

B4-02
社会基盤システム／インフラストラクチャー
上下水道システム、発電システム、スマートグリッド、エコシステム、交通管
理システム、認証制度、災害危機管理システム、医療連携システム、納税シ
ステムなど

B4-03
ビジネスモデル
広告モデル、タイアップモデル、ライセンスモデル、協働モデル、マッチング
モデル、フランチャイズモデルなど

5.取り組み
B5-01
研究・開発手法
調査手法、分析手法、アイデア創出手法、産学協同による研究開発、PBL
（プロジェクト・ベースド・ラーニング）、オープンソース開発など

B5-02
産業向けの意識改善／マネジメント方法
働き方の改善、業務フローの改善、業務意識改革、組織改革、組織・チー
ム編成手法、雇用制度、就業規則など

B5-03
産業向けの社会貢献
雇用創出支援、創業支援、発展途上国向けの技術支援、技術者派遣、特
許の無償提供など

【融合】
6.先端
B6-01
専門家向けの先端的デザイン
先端技術を活用した製造システム、先端技術を活用した業務用機器、演
算アルゴリズム、プログラミング言語など


