
2017年度グッドデザイン賞
二次審査説明会

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



二次審査の手続きについて
全体／二次審査会の流れ
二次審査情報の登録
展示に関する注意事項
搬入出について
事務局からの送付物

2

審査の概要と様子／審査会の流れ
展示物について
対話型審査
その他特別な審査

1 二次審査について



二次審査について1



会場：東京ビッグサイト

東1 & 2ホール

日程：8月1日 (1日目)：通常審査

8月2日 (2日目)：対話型審査

8月3日 (3日目)：通常審査

グッドデザイン賞二次審査会では、

展示された応募対象と応募時に登録された応募情報をもとに

審査委員が観察・操作・体験などを行い、審査します。

二次審査会 (日本)の概要

※対話型審査は任意参加。※審査会は非公開。



二次審査会場の様子



二次審査会場の様子



二次審査会場の様子



搬入
二次審査会
1日目

二次審査会
2日目

二次審査会
3日目 搬出

7月31日 8月1日 8月2日 8月3日

12:00-19:00
応募者搬入

18:00-19:00
展示車輌の搬入

搬入代行サービスは
二次審査の手引き
P35からを確認

10:00～
二次審査
［非公開］
応募者入場不可

未発表審査
実施予定日
［該当者のみ］

10:00～
対話型審査
［任意参加］
応募者一部入場可
(対話型審査時のみ)

10:00～
二次審査
［非公開］
応募者入場不可

17:30-20:30
応募者搬出

17:00-18:30
展示車輌の搬出

搬入代行サービスは
二次審査の手引き
P35からを確認

二次審査会 (日本) の流れ



展示物［応募者準備］
応募対象現品
補足資料 (任意)

応募時にエントリーサイトに登録された情報は
二次審査時に応募対象とともに確認します
※審査シートは主催者が用意します

審査シート［主催者準備］

二次審査の様子



二次審査の様子



二次審査の様子



二次審査の様子



二次審査会以降に実施 (ベスト100選考会・特別賞審査会)



応募対象の現品

補足資料

必須の展示物 任意の展示物

＋

審査委員が、応募対象に対する理解を深められるよう、
わかりやすく展示してください

展示物について

A1縦サイズパネル1枚
（形のない対象、現品が搬入不可能な対象）

もしくは



任意の展示物

補足資料

必須の展示物

＋
A1縦サイズパネル1枚
（形のない対象、現品が搬入不可能な対象）

もしくは

展示物について

応募対象の現品

審査委員は応募対象を実際に使用し、その状態を確認します
・実働に通電が必要な対象は必ず通電してください
・必要な場合は、展示用と体験用を複数用意してください
・応募対象以外の展示物がある場合は「審査対象外」と目立つように貼付
・展示物は移動する可能性があるため、審査番号を貼付 (裏などで結構です)



このパネルで応募対象の全体像やポイントを把握します
・応募対象の概要や訴求したいポイントを明快にまとめてください
・活動などは、だれのため、なんのため、など前提条件も明記してください
・パネルの裏面に審査番号を必ず記載してください

展示物について

応募対象の現品

補足資料

必須の展示物 任意の展示物

＋
A1縦サイズパネル1枚
（形のない対象、現品が搬入不可能な対象）

もしくは



応募対象現品
補足用説明パネル

ファイル

映像



審査委員の要望

ビジネスモデルの場合 (ユニット15)

展示物について

①A1縦サイズパネル1枚
②A4横サイズペラ1枚
(仕組み図)

補足資料＋

必須の展示物

ビジネスモデルの仕組みを図式化し、A4横サイズ1枚にまとめて
他の展示物と併せて提示してください

任意の展示物



審査委員の要望

土木構造物・建築物の場合 (ユニット10、11、12)

展示物について

①A1縦サイズパネル1枚
②A3横サイズファイル
(10ページ以内)

補足資料＋

必須の展示物

審査委員から記載内容に関して詳細な要望があります
※二次審査の手引きP10参照

任意の展示物



土木構造物・建築物の場合 (ユニット10、11、12)
① A1縦サイズパネル 1枚

1. 審査の視点を踏まえ、応募対象の最も訴求したいポイントを簡潔に
まとめた文章または図表

2. 内外装両方の写真（インテリアのみの応募であっても両方必須とします）

3. 平面図（高層マンション等については1フロア分のみでも構いません）

4. 構造物、建築物の構造種別

5. 周辺環境との関係性（コンテクスト）が分かる写真および簡潔な説明
（工業化住宅など場所が特定されない場合は不要です）

6. 審査番号（裏面に記載）

必ず記載する内容

※応募対象の概要・訴求ポイントが伝わるように作成してください。

※特に工夫した点が分かるよう作成してください。

注意事項



1. 表紙（ページ数にはカウントしません。右肩に審査番号を必ず記載。イメージ図等が入っても可）
2. 設計、デザインの要旨など全体概要を簡潔にまとめたページ
3. 所在地を示す地図および周辺環境との関係性(コンテクスト)が分かる
写真、説明（工業化住宅など場所が特定されない場合は不要です）

4. 構造物、建築物の概要書（用途、階数、建物の高さ、構造種別、主要部分の面積表、内外
装仕上げ表等）

5. 図面（配置図、平面図、立面図等／縮尺は自由）
6. 応募対象の写真（枚数自由）

想定する内容

※ 綴じ方は自由です
※ A1 パネルに記載した内容を説明する場合は、その対応関係が分かるようにしてください
※ 全体像がつかみやすく、かつ意図・要旨が分かりやすい資料を心がけてください

注意事項

土木構造物・建築物の場合 (ユニット10、11、12)
② A3横サイズファイル 10ページ以内

A3ファイルは搬入時に
受付でお預かりします



対話型審査



対話型審査は、応募者と審査委員が直接対話を行う
ことで、応募対象への更なる理解を深める審査です

【対話型審査の概要】

・対話型審査は88月2日に行います（二次審査会2日目）

・補足的に行う審査であるため、参加は任意とします

・対話型審査は、審査ユニットごとに実施時間を指定して行います

・詳細な実施時間等は、7月中旬までにお知らせします

・建築系のユニット

「ユニット10、11、12」は対話型審査を行いません

・対話型参加は無料です

対話型審査



【対話型審査の基本ルール】

・対話型審査に参加できる説明者は応募対象1件につき1人とします

・複数応募対象がある場合、1人の説明者が対話型審査を

兼務することができます ※申し込み時にお知らせください

・説明者は審査委員の依頼にもとづき、応募対象の説明を行います

・対話の時間は 1応募対象あたり3分以内とします

・指定された時間以外の入場はできません

【対話型審査の内容】

対話型審査では、冒頭に「1分30秒程度で応募対象のポイントを説明

する」ことが求められる場合があります。ただし、審査委員の方針に

より説明が割愛される場合もありますので、ご了承ください

対話型審査



【対話型審査の手順】

１．当日、持参するもの
※どちらか一方でも忘れると入場できません
※対話型審査専用パスの追加発行はしません
（ユニット10,11,12の対象には配布しません）

▼
２．指定時間に受付までお越しください（指定時間以外は入れません）

▼
３．入場し、自身の応募対象の前で待機してください（再入場不可）

▼
４．審査委員が順に回って来ます

▼
５．自身の番になったら、審査委員と質疑応答をします（３分間）

▼
６．対話が終了次第、すみやかに審査会場から退出します

［対話型審査専用パス］ ［対話型審査登録証］

対話型審査

名刺



対話型審査



【プレゼンテーション審査・現地審査】

審査委員が応募者の説明を直接聞くプレゼンテーション審査、

審査委員が出張しておこなう現地審査など、審査委員が説明を

希望する場合に、特別な審査が行われる場合があります

その場合は、事務局より該当する応募者の方にご連絡します

※現地審査の場合、審査委員および随行事務局員の旅費交通費等実費
をご負担いただきます

その他 特別な審査



二次審査の手続きについて2



～7月6日

7月10日

7月31日

8月1日～3日

8月2日

8月3日

二次審査会の手続き

二次審査情報の確定（エントリーサイトにて）

搬入出代行サービス申込締切（有料／希望者のみ）

応募対象の搬入

二次審査会（原則非公開）

対話型審査（申込者のみ）

応募対象の搬出

確定していただく内容

①二次審査方法 ②提示物の選択 ③設置方法・必要小間数
④展示オプション ⑤対話型審査参加の有無

※特殊展示等を希望する場合は、各申請書類提出

展示物は搬入までにご準備ください
※搬入出代行サービス利用の場合は送付締切まで



事
前
手
続
き

東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト

7/24
（月）

搬入出代行サービス申込 (希望者)

各種書類の提出 (希望者)

7/31
（月）

搬入

8/2
（水）

対話型
審査

8/3
（木）

搬出

8/1
（火）

二次審査会

送付

7/10
（月）

二次審査情報の登録

7/6
（木）

二次審査会の手続き

全体の流れ



二次審査会の手続き

エントリーサイト →「二次審査情報」を編集 7月6日まで

① ②一次通過対象をクリック

審査ユニット
審査番号
をご確認ください



二次審査会の手続き

③一次通過対象は二次審査情報
が編集可能になっています

④編集をクリック



7月6日までに「二次審査情報の登録」で確定する内容

①二次審査方法

②二次審査での提示物

③設置方法

④必要小間数

⑤展示オプション (電源)

展示オプション (その他)

⑥対話型審査

通常の審査／未発表審査

現品／代替物

現品 →床置き／台置き／車両
代替物→パネルパッケージ／台置き

提示物を設置するための必要面積

電源は必要／不要

DVD、パネルスタンド等必要／不要

参加する／参加しない
※参加する場合は、説明者情報

二次審査情報の登録



①二次審査方法

□通常の審査を希望する［二次審査料：57,240円］

□機密情報の安全性を確保できる審査
(未発表審査) を希望する
［二次審査料：57,240円＋未発表審査料：102,600円］

未発表審査について
・未発表審査は、特別な会場で所定の時間に審査を行います
・立ち合い／説明員は1応募対象につき1名のみとし、
時間は約10分間です
・その他のルールは原則「対話型審査」のルールに準じます

未発表審査を選択した場合
・7月中旬に事務局より日程と手順を別途ご連絡いたします
・二次審査会1日目 (8月1日) に実施を予定しております

二次審査情報の登録



②二次審査での提示物

□現品を提示する
※上記以外に補足資料がある場合、その内容

□代替物 (A1縦サイズパネル) を提示する
※上記以外に補足資料がある場合、その内容

［現品のイメージ］
プロダクト：実物
ウェブサイト：PC＋ウェブサイト
アプリケーション：PC・スマホ＋アプリケーション
インターフェイス：操作が体感可能な状態
サービス・システム：サービス・システムが体感可能な状態 など

二次審査情報の登録



③設置方法［現品を提示するを選んだ場合］

二次審査情報の登録

［床置き］
無料： (2小間以上は追加費用)
制限：幅3小間×奥行3小間まで

［台置き］
有料：1台につき 6,480円
制限：幅3小間×奥行1小間まで

仕様：直置き (コンクリート床) 仕様：オクタノルム(シルバー)、天板(白)

※価格は全て税込

※1応募対象に、複数の設置方法を組み合わせることはできません



※1応募対象に、複数の設置方法を組み合わせることはできません

③設置方法［代替物(A1縦パネル)を提示するを選んだ場合］

二次審査情報の登録

［パネルパッケージ］
有料：1パッケージ

5,400円
制限：1小間のみ

［台置き］
有料：1台につき 6,480円
制限：幅3小間×奥行1小間まで

仕様：
オクタノルム
(シルバー)、
天板(白) 仕様：オクタノム(シルバー)、天板(白)

※価格は全て税込

設置用
テープ付

A1パネル貼付位置



設置方法一覧

二次審査情報の登録

［床置き］
無料

［台置き］
1台 /  6,480円

［パネルパッケージ］
1パッケージ /  5,400円

［現品を提示する］

※2小間以降は小間(スペース費用)  1小間につき17,280円

［代替品を提示する］

［台置き］

※1小間のみ

※直置きです
カーペットはありません

A1パネル
添付位置

※中棚はオプションです



台置き

床置き

車両

通路面

通路面

追加方向 幅

1～3m

1～3m

3mのみ

奥行

4m
もしくは
6m

1～3m

1mのみ

費用

［2㎡以降］
1㎡につき
17,280円

［3m×4m］
190,080円
［3m×6m］
293,760円

仕様

天板：白

直置き

直置き

二次審査情報の登録

④必要小間数 →提示物を設置するために必要な面積

※パネルパッケージは1小間のみ。小間を追加することはできません

※価格は全て税込



電圧
100V
200V

電気容量 料金
～0.5kW 7,500円

0.5kW～1.0kW 12,900円
1.0kW～2.0kW 25,800円
2.0～3.0kW 38,700円
3.0kW以上 要相談

コンセント
ボックス 料金

1個 1,700円

2個 3,400円

3個 5,100円

3個以上 要相談

コンセントボックス

1個につき2口
AC100Vアース付
最大容量1.5kW

電圧200Vを選択した場合は
二次審査の手引き (P25)  提出書類No.2 
特殊電力工事申込書を提出してください

電源を申し込む場合は、必ずコンセント
ボックスを必要個数お申し込みください

二次審査情報の登録

⑤展示オプション (電源)  →電源が必要な場合に登録

※価格は全て税込



※東北特例措置対象も費用がかかります

DVDプレーヤー＋モニター
15インチセット：50,000円
20インチセット：60,000円

ブルーレイ＋モニター
20インチセット：
80,000円

二次審査情報の登録

⑤展示オプション (その他)  →必要な場合に登録

中棚
展示台1台につき：2,800円
※複数小間の場合は小間数と同数申込。
※1台のみなどの申込はできません。

［台置き］［床置き］用 ［台置き］用

※価格は全て税込

台置きの場合は
中棚が付属します

配線口

中棚



パネルスタンド
1台につき：2,000円
※ベルクロテープ付き
※高さ／角度は可変
※スチレンボード貼
パネルのみ対応可
※B1サイズまで

※東北特例措置対象も費用がかかります

二次審査情報の登録

⑤展示オプション (その他)  →必要な場合に登録

インターネット接続［有線］
1アドレスにつき：40,000円
利用期間：7月31日午後 (予定)

～ 8月3日
※詳細は二次審査の手引きP14参照
※光回線、イーサーネット

自身でポケットWiFiなどを
ご準備いただいても構いません
※通信環境は自身でご確認ください

［床置き］用

※価格は全て税込



⑥対話型審査 ※参加は無料です

□参加する

□参加しない

参加する場合は、説明者情報も登録します

・企業名

・部課名

・役職名

・お名前

・応募対象の開発にどのような立場で関わりましたか

・他の対話型審査を兼務する場合、その審査番号を記入してください

二次審査情報の登録

説明者は、審査委員からの質疑に
適切にお応えいただける方であれば
どなたでも構いません

対話型審査の詳細は「二次審査の手引き」P15をご参照ください



申請書類提出(該当者のみ)
特殊な展示を希望する場合は、必ず下記申請書類の提出をお願いします

展示物に関する注意事項

規定外サイズ展示申込書［二次審査の手引きP23］
→現品や治具が3m×3mを超える場合(車両除く)

特殊電源工事申込書［二次審査の手引きP25］
→二次審査情報登録で「200V電圧」を選択した場合

火気・危険物等に関する許可申請書［二次審査の手引きP27］
禁止行為の解除承認申請書［二次審査の手引きP29］
申請内容明細書［二次審査の手引きP31］
→二次審査の手引きP18の「危険物品」に該当する場合

車両証・応募者パス(首掛式)申請書［二次審査の手引きP23］
→応募対象が複数ある場合、大型展示物の搬入出の場合のみ

書類
No.1

書類
No.2

書類
No.3
No.4-1
No.4-2

書類
No.5



展示物に関する注意条項については「二次審査の手引き / 展示・搬入出ガイド」
P17～P20を参照の上、要望がある場合は、事務局まで必ずお知らせください

禁止
・消防法 (火災予防条例) に抵触するもの（P18～P20）※違反すると即時撤去されます
・直接工作（会場施設に影響を与える工作 P17） ※修繕費を請求する場合があります

要連絡
・制限床荷重を超える展示（P20）→希望者は事務局まで要連絡、申請書はありません
・天井構造の禁止（P20）→希望者は事務局まで要連絡、申請書はありません

その他注意事項
・高さのある展示物は、転倒防止措置が必要です（安全に自立するもの）
・映像や音の出る展示物は、他の応募者の妨げにならないようご配慮ください

展示物に関する注意事項



搬入時にご持参いただくもの

［応募者パス］
※入場する方全員分

［搬入出車輌証］
※車輌での搬入のみ

［応募対象：展示物］

搬入［7月31日 (月) 12:00～19:00］
会場：東京ビッグサイト東1＆2ホール

二次審査会場での個別の展示位置は、7月25日頃までに公開します

搬入出について

※建築ユニット10、11、12のA3横サイズファイルは受付でお預かりします



【搬入の手順】

1.  審査番号を確認し、審査ユニット受付カウンターへ
ex）審査番号 G010000  → 審査ユニット01のカウンターへ

▼
2.  審査ユニット受付カウンターで入場チェック

▼
3.  応募対象を展示する

▼
4.  受付スタッフと展示内容・留意事項を確認する
※通電機器などの展示がある場合、操作マニュアル(A4にまとめる)をスタッフに渡す

▼
5.  受付スタッフから「設置確認証」を受け取る
※設置確認証は搬出の際に必要です。必ず保管してください

搬入出について



搬入時にご持参いただくもの

［応募者パス］
※入場する方全員分

［搬入出車輌証］
※車輌での搬出のみ

［設置確認証］

搬出［8月3日 (木) 17:30～20:30］
会場：東京ビッグサイト東1＆2ホール

受付カウンターにて「設置確認証」を提示の上、搬出します
※通電は18:00まで
※搬出時のみ、会場内に宅配便受付カウンター(ヤマト運輸予定)を設置します
［通常の宅配便 (3辺合計160cmまで)のみ取り扱い］

搬入出について



会議棟2F、北コンコースの
連絡ブリッジから東ホールへ

搬入出経路
［徒歩の場合］

東京ビッグサイト2F

搬入出について



２．二次審査における手続きについて

搬入出について
搬入出経路［車両の場合］



搬入出代行サービス (有料)

「応募対象を展示場所まで送りたい」「遠方なので搬入出に行くのが難しい」
という場合に、応募者に代わって搬入出を代行する有料サービスです

※展示物の事前送付が必要です。送付締切日にご注意ください

お届けプラン おまかせプラン

応募対象を自身の展示小間まで
宅配で届けたい場合

【搬入出当日】
応募者が開梱・設置をします
空箱は代行業者が預かります

二次審査会場まで直接搬入出に
出向けない場合

【搬入出当日】
代行業者が開梱・設置まで
すべて行います

詳細は「展示・搬入出ガイド」P35以降をご参照ください

搬入出について



熱中症にご注意ください
搬入出当日は会場内全てのシャッターを開放するため、空調(冷房)が効きません

会場内での塗装・木工・施工・工事はできません
当日は工具を使用しない組み立て、微調整程度の作業のみになるように事前に
施工準備をお願いします。なお、建物外においても同様です

脚立、ドライバー、ガムテープ等、工具用の電源はありません
、必要な道具や資材はご自身にてご用意ください。
自身が申し込んでいないコンセントを無断で使用することはできません

審査対象の撮影は禁止です
会場内の撮影は一切禁止です。報告用に自身の展示の記録撮影が必要な場合は、
周囲の応募者に声掛け、了承のもと撮影してください

搬入出について

梱包材を会場で保管するスペースはありません
搬入時に台下などに放置された場合、撤去させていただきます
保管が必要な方は、搬入代行サービス「お届けプラン」などをご検討ください



送付済み
・一次審査結果通知書
・二次審査の手引き／展示・搬入出ガイド
・応募者パス （1応募企業につき5枚／追加申請可能）
・搬入出車輌証（1応募企業につき1枚／追加申請可能）
・対話型審査専用パス（1応募対象につき1枚）

ご不明な点がございましたら事務局までお問合せください

7月中旬に発送予定
・二次審査料請求書
支払期限：8月24日 (木)

事務局からの送付物



2017年度グッドデザイン賞
二次審査説明会

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


