
2017年度グッドデザイン賞応募説明会

公益財団法人 日本デザイン振興会  グッドデザイン賞事務局 



グッドデザイン賞について 

グッドデザイン賞を受賞すると 

グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 

ロングライフデザイン賞について 

グッドデザイン賞の応募について 



グッドデザイン賞について 



１．グッドデザイン賞について 

1957年に当時の通商産業省によって 
創設された「グッドデザイン商品選定制度」が母体。 
60周年を迎えました。 



１．グッドデザイン賞について 

79% 

グッドデザイン賞 85% 

日本でよく知られているデザイン賞 

2017年1月 インターネット調査 



１．グッドデザイン賞について 

受賞件数　　1,229件 
審査対象数　4,085件 約44,000件 

これまで60年間の総受賞件数

2016年度 結果 

１．グッドデザイン賞について 

世界 44カ国から応募 

国際的なデザイン賞 



グッドデザイン賞 
 現在の社会におけるクオリティスタンダード 

グッドデザイン・ベスト100 
 明日の社会を拓く「次なる視座」となる優れたデザイン 

グッドデザイン金賞：審査委員が選ぶ最高賞 

グッドデザイン大賞：みんなで選ぶ時代の象徴 

グッドデザイン特別賞 
［ものづくり］　：中小企業の優れたデザイン 
［地域づくり］　：地域活性化に優れたデザイン 
［未来づくり］　：新産業の創出に貢献するデザイン 
［復興デザイン］：震災復興に寄与するデザイン 

１．グッドデザイン賞について １．グッドデザイン賞について 

賞の種類 



2017年度 
審査委員長 

永井一史 氏  
クリエイティブディレクター 

国内外の 
デザイナーや 
建築家など 

約 880名 

2017年度 
審査副委員長 

柴田文江 氏  
プロダクトデザイナー 

審査委員会 

１．グッドデザイン賞について １．グッドデザイン賞について 



グッドデザイン賞を受賞すると 



受賞の証「Gマーク」を使用したプロモーション 

２．グッドデザイン賞を受賞すると 

Gマーク 
・グッドデザイン賞受賞の証 
・受賞デザインのみ使用可能な商標 
・日本を代表するグラフィックデザイナー 
　亀倉雄策氏のデザイン 

創り手と生活者の 
コミュニケーション 
マークです 

▼ロゴタイプとの組み合わせで使用。バリエーションもご用意 



受賞者による受賞発表（リリース） 

２．グッドデザイン賞を受賞すると 



受賞者による受賞発表（SNS） 

２．グッドデザイン賞を受賞すると 



３．グッドデザイン賞を受賞すると 

国内メディアへの露出 

２．グッドデザイン賞を受賞すると 



Gマークを使用した受賞プロモーション － パッケージ・広告 

２．グッドデザイン賞を受賞すると 



受賞展「GOOD DESIGN EXHIBITION」11月1日～11月5日＠東京ミッドタウン 

 

ベスト100デザイナーズプレゼンテーション 

２．グッドデザイン賞を受賞すると 



２．グッドデザイン賞を受賞すると 

連合広告企画（日本経済新聞ほか） 



２．グッドデザイン賞を受賞すると 

「どこを評価されたのか？」 
   が客観的にわかる

第三者評価として 
PRに活用できる 

評価コメント＋受賞対象一覧 

評価コメントは 
改変しなければ 
転載可能 



受賞者インタビュー 

２．グッドデザイン賞を受賞すると 



２．グッドデザイン賞を受賞すると 

イベント（展示・トークイベント等） 



GOOD DESIGN Marunouchi 

２．グッドデザイン賞を受賞すると 



GOOD DESIGN STORE（香港・バンコク・台湾） 

２．グッドデザイン賞を受賞すると 



3 GOOD DESIGN STORE（国内） 
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国内初の「GOOD DESIGN STORE」4月下旬オープン 

２．グッドデザイン賞を受賞すると 



３．グッドデザイン賞を受賞すると 

海外メディアへの露出 

２．グッドデザイン賞を受賞すると 



デザインエクセレンス 
アワード 
（DE賞） 
 

2008年 
タイ王国商務省輸出振興局

が創設 
 
 
 
 

インディアデザインマーク 
（i-mark） 

 
2012年 

India Design Council (IDC)
が創設 
 
 
 

シンガポールグッドデザイン 
（SGマーク） 

 
2013年 

シンガポールデザイン 
カウンシル（DSG）が創設 

 
 
 

タイ インド シンガポール 

２．グッドデザイン賞を受賞すると 

海外でのPR 

 

 

 

グッドデザイン賞の理念を共有し、同時に展示やセミナーなどを通じた各国内でのPRも実施。 
インド・シンガポールについては、グッドデザイン賞を受賞すると一次審査免除で応募できます。 



グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 



クオリティスタンダードや 

次なる社会への可能性を発見 

Ｇマークと受賞者とともに 

発見を広く共有 

新たな創造への気づき 
が生まれ、次への糧となる 

１．グッドデザイン賞について ３．グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 

グッドデザイン賞の仕組み 



グッドデザイン賞の審査 

２．グッドデザイン賞応募について ３．グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 



応募対象は、あらゆるものごと  (有形無形を問わず) 

グッドデザイン賞が考えるデザインとは、 

「常にヒトを中心に考え、目的を見出し、その目的を達成する計画を行い実現化する」

という一連のプロセス 

１．グッドデザイン賞について １．グッドデザイン賞について ３．グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 



グッドデザイン賞の審査では、下記を「審査の視点」のもと判断します 

・今後の社会においてよきお手本となりうるか？ 
・今、何をよいデザインとすべきか？ 
 

 人間的視点 
（ユーザー的観点） 

�  使いやすさ・分かりやすさ・親切さなど、ユーザーに対してしかるべき配慮が行われているか 

�  安全・安心・環境・身体的弱者など、信頼性を確保するための様々な配慮が行われているか 

�  ユーザーから共感を得るデザインであるか 

�  魅力を有し、ユーザーの創造性を誘発するデザインであるか 

 産業的視点 
（ビジネス・技術的観点） 

�  新技術・新素材などを利用または創意工夫によりたくみに課題を解決しているか 

�  的確な技術・方法・品質で合理的に設計・計画されているか 

�  新産業、新ビジネスの創出に貢献しているか 

 社会的視点 
（社会価値的観点） 

�  新しい作法、ライフスタイル、コミュニケーションなど、新たな文化の創出に貢献しているか 

�  持続可能な社会の実現に対して貢献しているか 

�  新たな手法、概念、様式など、社会に対して新たな価値を提案しているか 

 時間的視点 
（中長期的な観点） 

�  過去の文脈や蓄積を活かし、新たな価値を提案しているか 

�  中・長期的な観点から持続可能性の高い提案が行われているか 

�  時代に即した改善を継続しているか 

審査の視点 

２．グッドデザイン賞応募について ３．グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 



世界地図図法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
オーサグラフ世界地図 

２．グッドデザイン賞応募について ３．グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 



車いす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
COGY 

２．グッドデザイン賞応募について ３．グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 



音知覚装置　　 
髪の毛で音を感じる 
新しいユーザインタフェース「Ontenna」 

２．グッドデザイン賞応募について ３．グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 



入居者向け食堂サービス　　　　　　　　　　　　 
トーコーキッチン 

２．グッドデザイン賞応募について ３．グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 



便器　　　　　　　　　　　　　　　　　 
アクア 
セラミック 

２．グッドデザイン賞応募について ３．グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 



ステレオレコードプレーヤー 
PS-HX500 

２．グッドデザイン賞応募について ３．グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 



バケツ 　　　　　 
無印良品　 
ポリプロピレン 
バケツ・フタ付 

２．グッドデザイン賞応募について ３．グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 



傘  
７ライフスタイル 
風に強い 
ワンタッチ長傘 
70cm 

２．グッドデザイン賞応募について ３．グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 



グッドデザイン賞の審査では、下記を「審査の視点」のもと判断します 

・今後の社会においてよきお手本となりうるか？ 
・今、何をよいデザインとすべきか？ 
 

 人間的視点 
（ユーザー的観点） 

�  使いやすさ・分かりやすさ・親切さなど、ユーザーに対してしかるべき配慮が行われているか 

�  安全・安心・環境・身体的弱者など、信頼性を確保するための様々な配慮が行われているか 

�  ユーザーから共感を得るデザインであるか 

�  魅力を有し、ユーザーの創造性を誘発するデザインであるか 

 産業的視点 
（ビジネス・技術的観点） 

�  新技術・新素材などを利用または創意工夫によりたくみに課題を解決しているか 

�  的確な技術・方法・品質で合理的に設計・計画されているか 

�  新産業、新ビジネスの創出に貢献しているか 

 社会的視点 
（社会価値的観点） 

�  新しい作法、ライフスタイル、コミュニケーションなど、新たな文化の創出に貢献しているか 

�  持続可能な社会の実現に対して貢献しているか 

�  新たな手法、概念、様式など、社会に対して新たな価値を提案しているか 

 時間的視点 
（中長期的な観点） 

�  過去の文脈や蓄積を活かし、新たな価値を提案しているか 

�  中・長期的な観点から持続可能性の高い提案が行われているか 

�  時代に即した改善を継続しているか 

審査の視点 

２．グッドデザイン賞応募について ３．グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 



  2015年度よりグッドデザイン賞が立ち上げた、審査を通じて 
「次なる社会に向けた課題や可能性の発見」のための取り組みです。 

フォーカス・イシュー 

２．グッドデザイン賞応募について ３．グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 



審査の視点セミナー開催 

２．グッドデザイン賞応募について ３．グッドデザイン賞の考え方・審査の視点 

 ［生活プロダクト編］ 
　4月20日(木)  17:00 ‒ 18:30　　 

　　　　　　　鈴木 啓太氏（プロダクトデザイナー） 

　　　　　　　みやけ かずしげ氏（プロダクトデザイナー） 

　　　　　　　山本 秀夫氏（プロダクトデザイナー） 

［住宅編］満席 
　5月9日 (火)  18:30 ‒ 19:30 

　　　　　　   篠原 聡子氏（建築家） 

　　　　　　   手塚 由比氏（建築家） 



グッドデザイン賞の応募について 



４．グッドデザイン賞の応募について 

4月5日 
～5月31日 

6月8日 
  ～28日 

7月7日 
～9月5日 10月4日 

11月1日 
～11月5日 

2018年 
    3月 

2017年度グッドデザイン賞スケジュール 

グッドデザイン賞は毎年1回の公募制で、ほぼ１年かけて実施しています。 
1年を通じて「発見～共有」を行なっていきます。 



アカウント登録＋応募 

エントリーサイトで 
アカウント作成 応募対象を登録 応募を確定する 

～5月31日  
23:59 

応募確認書を郵送 
（要押印） 
～6月7日必着 

応募同意書を郵送 
（要押印） 
～9月13日必着 

２．グッドデザイン賞応募について ４．グッドデザイン賞の応募について 



一次審査 

一次審査結果通知 
（エントリーサイト） 

6月29日 

二次審査展示情報 
登録 

～7月6日 

一次審査結果は公表しません。応募者にのみエントリーサイトで通知します 
一次審査通過者は、二次審査 (現品審査) において必要な展示情報を登録します 
※展示情報登録については「二次審査の手引き（6月下旬送付予定）」をご参照ください 

２．グッドデザイン賞応募について ４．グッドデザイン賞の応募について 



一次審査 

２．グッドデザイン賞応募について 



二次審査 

二次審査会場に 
展示物を搬入 

7月31日 

二次審査結果通知 
（エントリーサイト） 

9月6日 

対話型審査に 
参加 

8月2日 

受賞展展示情報 
年鑑情報の登録 

～9月13日 

二次審査会場から 
展示物を搬出 

8月3日 

日本での二次審査会は、8月1日～8月3日に東京ビッグサイトで実施します。 
搬入できる対象 (3m x 3m以内) は、原則として現品を提示していただきます。 
※二次審査会の詳細は6月下旬、受賞展の詳細については9月上旬に公開します 
※二次審査期間中に、台湾・香港・韓国など海外においても二次審査会を実施します 

２．グッドデザイン賞応募について ４．グッドデザイン賞の応募について 



二次審査会 

２．グッドデザイン賞応募について ４．グッドデザイン賞の応募について 



ベスト100選考会・特別賞審査会 

２．グッドデザイン賞応募について ４．グッドデザイン賞の応募について 



受賞発表後 

受賞展搬入日 
（東京ミッドタウン） 

10月31日 

受賞展搬出日 
（東京ミッドタウン） 

11月6日 

受賞祝賀会 
大賞・金賞・特別賞発表 

11月1日 

受賞発表 
(ベスト100、大賞候補服む) 

10月4日 

ベスト100 
プレゼン 

二次審査通過対象は、受賞発表をもって「受賞」となります 
受賞者は必ず「受賞展」に出展していただきます 
受賞展は、11月1日～11月5日まで東京ミッドタウンを会場に開催する予定です 
※受賞展の詳細については、9月上旬に公開します 

２．グッドデザイン賞応募について ４．グッドデザイン賞の応募について 



受賞発表 2017年10月4日 

グッドデザイン賞／ベスト100／グッドデザイン大賞候補を発表 

3．グッドデザイン賞を受賞すると ４．グッドデザイン賞の応募について 



受賞祝賀会 11月1日 ＠グランドハイアット東京 

表彰状 WEB (受賞対象一覧) 受賞年鑑 

3．グッドデザイン賞を受賞すると ４．グッドデザイン賞の応募について 



2018年3月31日までに、ユーザーが 
購入または利用できるものごとのデザイン。 
 
 
　　　　　　　　＋ 
2017年10月4日の受賞発表日に公表できるもの。 
※  10月4日に公表できない場合は、11月1日の受賞展初日まで延期できます。 
※  10月4日に公表できない場合は、特別賞対象(ベスト100)にはなりません。 
※  趣旨や目的に合致しないと判断できるものは応募を受理しない場合があります。 

※  建設中の建物等の場合は「2018年3月31日までに竣工している」 
※  販売予定のないもの（コンセプトモデル等）の場合は 
　「2018年3月31日までに体験可能な状態で公表されている」もの 

※ 過去に関する条件は一切ありません。 

応募の条件（応募できる対象） 

２．グッドデザイン賞応募について ４．グッドデザイン賞の応募について 



応募対象の事業主体者 デザイン事業者 

応募対象の提供に主たる責任を 
有する法人および個人 

事業主体者からデザイン業務を 
請け負ったデザイン事業者 

 製品：製造・販売元 
 個人・集合（分譲）住宅：施主、販売元 
 公共建築・街づくり等：施主、行政 
 サービス：事業提供元 
 活動：主催者 

※応募者に事業主体者が含まれていない　 
　場合、事業主体者による「応募同意書」　 
　の提出が必要 

応募の種類 

【単独応募】1社もしくは個人で応募 
【連名応募】事業主体者やデザイン事業者が複数の場合は、連名応募が可能 

応募者（応募できる人） 

２．グッドデザイン賞応募について ４．グッドデザイン賞の応募について 



費用（小型で通電を必要としない一般公開が可能な対象1件あたり） 

 一次審査料  10,800円 

 二次審査料（一次審査を通過した対象のみ）   57,240円 

 受賞展基本出展料（全受賞対象） 124,200円 

 年鑑掲載料（全受賞対象）   32,400円　 

 合計 224,640円 

基本1小間の料金 
追加1小間 / 17,280円 
展示台が必要な場合 
1㎡あたり6,480円 
通電、パネルスタンド
などは別途料金が必要 

グッドデザイン賞受賞対
象は1小間のみ。ベスト
100受賞は個別相談 

※ 価格は全て税込 
※ 未発表審査・現地審査など特別な審査は別途費用が発生します 
※ 受賞後Ｇマークを使用する際は、申し込みと使用料が必要です 
 

�

２．グッドデザイン賞応募について ４．グッドデザイン賞の応募について 



※公共機関、団体は使用料がかかりません（申請は必要）。 
※個人・中小企業は使用料を50%割引します。 

販売価格 
（受賞対象が商品） 

総事業費用 
（受賞対象が商品以外） 

使用料 
（税込） 

  50万円未満 　5億円未満   216,000円 

  50万円以上500万円未満 　5億円以上50億円未満   540,000円 

  500万円以上 　50億円以上　 1,080,000円 

受賞対象は、販売価格または総事業費用に基づく所定の使用料で、 
1年間、どんな媒体にもGマークをご使用いただけます 
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Gマーク使用料 

２．グッドデザイン賞応募について ４．グッドデザイン賞の応募について 



1. 基本情報 
1-4. 審査用画像・資料／公開用画像 
審査用画像 
　・写真1：メイン画像（JPEG画像）※ 
　・写真2：使用利用状況を示す画像（JPEG画像） 
　・写真3：デザインが注力したポイントを示す画像（JPEG画像） 
　・補足資料：その他、審査時に確認して欲しい資料（JPEG画像またはPDFファイル） 

 
2. 審査情報 

2-1. 応募対象の概要 
概要 
・応募対象の特徴を簡潔明瞭に記述してください（公開・300字以内）※ 
・応募対象の特徴を英文でも記述してください（公開・600字以内）※ 
・審査で注目すべき点（非公開・400字以内）※ 
・デザインが生まれた理由／背景（公開・400字以内）※ 
・デザイナーの思い（公開・400字以内）※ 
・デザインのポイントを一言で表してください（公開・50字以内）※ 
2-2. 応募対象の補足情報 
・デザインの改良、競合・類似デザインとの差異について（非公開・400字以内） 
・これまでの実績やその他の特徴（非公開・400字以内） 

 

応募時の記入項目のポイント 

２．グッドデザイン賞応募について 

一次審査では、この写真で判断
します。応募デザインが明確に
伝わる写真を登録してください。
過度な装飾は必要ありません。 

審査情報は、審査に
おいて、最も重要な
情報かつ注目される
項目です。簡潔明瞭
に記入してください。 

４．グッドデザイン賞の応募について 



ロングライフデザイン賞について 



５．ロングライフデザイン賞 

グッドデザイン・ロングライフデザイン賞は長年にわたり作り手と使い手、社会との対話
の中で醸成され、暮らしや社会の礎となり、未来においてもその役割を担い続けてほし
いデザインを選び、顕彰します。 



５．ロングライフデザイン賞 

ロングライフデザイン賞は 推薦制です。ただし自薦・他薦は問いません。 

【対象となるデザイン】 

広く使用者や生活者から支持を得ている商品やサービスで、審査がおこなわ
れる時点で10年以上継続的に提供され、またそれ以降も継続して提供される
と想定できるもの。 

【費用】 
推薦自体は無料です。 
推薦され、応募が確定すると、審査のための現品を送っていただく実費等が
発生します。審査料はかかりません。 

推薦方法：グッドデザイン賞ウェブサイト推薦フォームより 
推薦締切：6月7日(水) 23:59 



５．ロングライフデザイン賞 

スケジュール［2017年度ロングライフデザイン賞］ 
 

  6月7日　　　　　   推薦受付締め切り 

  6月中旬　　　　 　推薦されたデザインの選考および審査対象の確定 

  8月下旬　　　　 　審査会（会場：GOOD DESIGN Marunouchi ） 

  8月3日～9月3日　  推薦された審査対象の一般公開期間（会場：GOOD DESIGN Marunouchi ）  

  9月6日     受賞内定通知 

10月4日                受賞発表 

11月1日       表彰式（グッドデザイン賞受賞祝賀会内にて） 

11月1日～11月5日   受賞展「GOOD DESIGN EXHIBITION 2017 (G展) 」での展示 
                                       （会場：東京ミッドタウン） 

11月～12月　　　 　GOOD DESIGN STORE等での受賞プロモーション 

2018年1月  　    「ロングライフデザイン賞」レポート公開、シンポジウム開催　　　　　　　

2018年3月　　　      受賞年鑑発刊  



５．ロングライフデザイン賞 

ロングライフデザイン賞を
受賞すると専用Gマークを
無料で使用可能です 

皆さま個人の愛用品、自社のロングセラー商品をぜひご推薦ください。 






