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2017年度グッドデザイン賞受賞展
GOOD DESIGN EXHIBITION 2017



二次審査通過ならびに受賞内定
誠におめでとうございます





応募から審査まで、本当におつかれさまでした

現在

受賞発表をもって、受賞となります

受賞発表 (情報解禁) 日時：10月4日(水) 13:30



～9月13日(水) エントリーサイトでの校正・登録
公開情報校正 / 受賞展展示 / 年鑑掲載情報校正

10月4日(水) 13:30 受賞発表
受賞祝賀会 参加登録受付 ～10/14（予定）
Gマーク使用申込受付開始（以降随時）

11月1日(水)
～11月5日(日)

受賞展
GOOD DESIGN EXHIBITION 2017

2018年3月 受賞年鑑発刊

Gマーク
使用無料
PR期間
10/4～11/5

今後の流れ

11月1日(水) 受賞祝賀会［大賞選出会・特別賞発表］
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9月6日～13日
エントリーサイトでの校正・登録
公開情報校正 / 受賞展展示 / 年鑑掲載情報校正



エントリーサイト



9月6日～13日に登録

公開情報校正 が使用されるのは、、、

表彰状
11/1にお渡し

ウェブ (受賞対象一覧)
10/4 (13:30) 公開

受賞展展示キャプション
11/1～11/5



9月6日～13日に登録

受賞展展示情報 が使用されるのは、、、

受賞展での展示環境



9月6日～13日に登録

年鑑掲載情報 が使用されるのは、、、

受賞年鑑は、受賞対象1件につき1冊贈呈 (2018年3月)
発刊以降、受賞者割引でご購入いただけます



受賞対象一覧の個別ページ
審査委員の評価コメントもご活用ください

↑審査委員の評価コメント
（受賞対象一覧ページ下部）

←受賞対象一覧の個別紹介ページ



評価情報 ＝ 審査委員からの評価コメント
※省略・改変しなければPR活用が可能



受賞記者発表会 10月4日(水) 13:30 ‒ 14:30
プレスリリース配信 10月4日(水) 13:30 配信
ウェブサイト公開 10月4日(水) 13:30 公開

［発表内容］
グッドデザイン賞
グッドデザイン・ベスト100
グッドデザイン大賞候補

受賞発表日時：10月4日(水) 13:30



受賞企業による受賞発表（リリース）



受賞企業による受賞発表（SNS）



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



主催者だけでなく、受賞者も併せて
発表していくことで、相乗効果が生まれます。
ぜひ独自の受賞発表をご検討ください。

受賞者の情報解禁日時：10月4日(水) 13:30

Gマーク使用無料期間：10月4日～11月5日
［申込不要］［使用料無料］

※版下は、エントリーサイト「Gマーク使用」からダウンロード可能
※日付の入ったリリースの場合は、期間終了後もウェブでの掲出が可能



受賞祝賀会［大賞選出会・特別賞発表］

日時：11月1日 (水) 13:30～17:00
会場：グランドハイアット 東京（六本木ヒルズ）
参加登録：10月4日～10月14日（予定）

※1件ずつ登壇の場面はありません。

受賞展初日（11/1）に、受賞者の皆さまとともに受賞をお祝いする会を
開催します。大賞は、この場で審査委員と受賞者の投票を行い決定します。



2017年度グッドデザイン賞受賞展
GOOD DESIGN EXHIBITION 2017
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2017年度グッドデザイン賞受賞展

会 期：2017年11月1日（水）～11月5日（日）
会 場：東京ミッドタウン各所

出展者数 ：約950社（1,400点以上）予定
来場者属性：製造業・流通業・販売業関係者、経営者、デザイナー、エンジニア、

ジャーナリスト、行政関係者、学生および生活者
来場見込 ：約20万人

入場料 ：1,000円 (税込・5日間有効)／大学生以下無料
※出展者には招待券50枚を配布します。



GOOD DESIGN EXHIBITION 2017

会場デザイン

トラフ建築設計事務所
鈴野浩一氏 2017年度グッドデザイン賞審査委員

鈴野浩一と禿真哉により2004年に設立。建築
の設計をはじめ、インテリア、展覧会の会場
構成、プロダクトデザイン、空間インスタ
レーションやムービー制作への参加など多岐
に渡り、建築的な思考をベースに取り組んで
いる。主な作品に「テンプレート イン クラス
カ」「NIKE 1LOVE」「港北の住宅」「空気
の器」「ガリバーテーブル」「Big T」など。

www.torafu.com



GOOD DESIGN EXHIBITION 2017

ビジュアルコミュニケーション

中村 至男氏
グラフィックデザイナー／アートディレクター

日本大学芸術学部卒業後（株）ソニー・
ミュージックエンタテインメントを経て独立。
近年の仕事に、21_21 DESIGN SIGHT「単位
展」、銀座メゾンエルメスウインドゥディス
プレイなど。2017年G8ギャラリーにて「中村
至男展」開催。主な受賞に、ニューヨーク
ADC銀賞、文化庁メディア芸術祭優秀賞、東
京ADC賞、東京TDC賞、『どっとこ どうぶ
つえん』で2014ボローニャ・ラガッツィ賞優
秀賞など。



会場構成



特別賞＆ベスト100特別展示
ロングライフデザイン賞
スーペリアカンパニー2017
アジアンデザイン［タイ・インド］
総合受付

G1
BEST100 & STAGE
ミッドタウン・ホール

ホールA ホールB

入口（セブンイレブン横）



ホールAでは、35mを超える大壁面で「二次審査会場(日本)」を再現



ベスト100［モビリティ］
実車展示G2

BEST100 [Mobility]
キャノピー・スクエア

受賞展の玄関口となるG2会場では
車両の実車展示を行います



グッドデザイン賞受賞展G3
GOOD DESIGN 
カンファレンス

日用品から活動などのデザインまで
約700点のグッドデザインが集結



グッドデザイン賞受賞展
セミナースペースG4 

GOOD DESIGN 
デザインハブ

すべての建築、大型の受賞対象、
ビジネスモデルなど展示します



GOOD DESIGN STORE TOKYO
by NOHARA ポップアップストア

メインビジュアル大型モニュメント

G5
GOOD DESIGN STORE
アトリウム

KITTEにオープンしたGOOD DESIGN 
STOREが受賞展に初出店！
取り扱い希望の方は、
事務局からの送付物をご確認ください





受賞展は、受賞デザインの成果や優れた点を
広く社会と共有することを目的としています
明快でクオリティの高い展示をお願いします

1. 展示スペースについて
受賞対象1件につき1小間のみ
（600×600mm/400×400mm/吊りパネルのいずれか）

2. 受賞対象の現品を展示してください
搬入出が困難な対象は代替品を提示してください

受賞対象の展示について



台置き(600)パッケージ 床置き(600)パッケージ

展示パッケージの種類

現品・映像などを掲示する場合
パネルのみを掲示する場合

パネルは展示オプションの
「台置き用パネルスタンド」で
掲示してください［無料］

高さのあるもの、床置きで使用
する受賞対象を掲示する場合
独自の展示台を提示する場合

パネルは展示オプションの
「床置用パネルスタンド」で
掲示してください［有料］

受賞展出展料：124,200円（税込）



吊りパネルパッケージ

建築・大型の受賞対象
ビジネスモデルなどの
形を伴わない受賞対象

A1縦パネル 片面1枚のみ

選択不可／主催者指定のみ

台置き(400)パッケージ

展示パッケージの種類

現品を掲示する場合

パネルは展示オプションの
「台置き用パネルスタンド小」
をお申込みください［無料］
※パネルスタンドサイズは後送

124,200円（税込）86,400円（税込）

いずれか
1小間

1枚のみ



台置き(600)パッケージ

［展示可能領域］
幅600×奥行505×高さ850
※左右は解放してください
※背面も解放されます。仕上げ処理をお願いします。

ガイド P14



床置き(600)パッケージ

［展示可能領域］
幅600×奥行512×高さ1,600
※左右は解放してください
※背面も解放されます。仕上げ処理をお願いします。



台置き(400)パッケージ

［展示可能領域］
幅400×奥行344×高さ250
※左右は解放してください
※背面も解放されます。仕上げ処理をお願いします。



吊りパネルパッケージ

［展示可能パネル］
サイズ：A1縦サイズパネル 1枚
仕上げ：スチレンボード5mm厚（ハレパネ、ドライマウントなど）
※なるべく、画面50％以上は写真で構成してください。

○○○○○○○○○○○○○○ ○

パネルレイアウトイメージ



会場：東京ミッドタウン
‒ カンファレンス（ミッドタウン・タワー4F）
‒ デザインハブ （ミッドタウン・タワー5F）

搬入日時：10月31日(火) 13:00～20:00
搬出日時：11月 5日(日)  18:30～21:00

11月 6日(月)  10:00～13:00
※宅配便等で直接送付することはできません。
送付希望の場合は、指定代行サービスをご利用ください。
※東京ミッドタウン内は台車の利用が一切禁止です。
手運びでの搬入をお願いいたします。

搬入出について



キャプション

※事務局でご用意します

・受賞企業名（会社、法人表記は省略します）和・英
・受賞対象名（一般名称・固有名称）和・英
・プロデューサー/ディレクター/デザイナー名 和・英

その他の情報については、会場の個別位置検索
「グッドデザインサーチ」から、ウェブ(受賞対象一覧)に誘引します
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受賞展以降も、主催者と受賞者の
Gマークを活用したPR活動が続きます

国内認知率79％の「Gマーク」を活用して
よいデザインを広くPR
受賞者 → Gマーク使用申込の上、PR活動

（公共団体は無料、中小企業は半額、受賞年度のみ 4年間割引）
主催者 → 受賞対象を紹介する活動
ウェブサイト・広告・パッケージ・パンフレット・展示会など



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



Gマーク使用には1年間ごとの申込が必要です。

ただし、Gマーク (商標) を使用せず、
「グッドデザイン賞受賞」
「〇〇はグッドデザイン賞を受賞しました」
など、文字表記のみには使用料はかかりません

使用申込について



使用期間中はどんな媒体にも使用可能

パッケージ

交通広告

新聞広告

TVCM

ウェブ

看板

名刺

カタログ

使用申込について



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

東日本大震災からの復興を支援する目的で、岩手県・宮城県・
福島県に本社を置く事業者の受賞対象のGマーク使用料を免除
※2015年度までの受賞対象で青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・茨城県
の受賞者のGマーク使用料も免除となります

Gマーク使用料



・行政機関（国、地方自治体）
・国または地方自治体から認可、認定を受けた公共機関、
団体（学校法人、医療法人、宗教法人、財団・社団法人、NPO法人等）
※行政機関と民間事業者との共同出資による法人(第三セクター)は対象外

・個人、または中小企業（*中小企業基本法の規程による）
製造業・その他の業種：従業員 300人以下又は資本金 3億円以下
卸売業：従業員 100人以下又は資本金 1億円以下
小売業：従業員 50人以下又は資本金 5,000万円以下
サービス業：従業員 100人以下又は資本金 5,000万円以下

受賞者が下記に該当する場合、使用料免除や割引があります。

無料

50% 
OFF

東北3県に本社を置く事業者については、
本年度申込分を免除無料

使用料の割引



長期割

長く愛されるデザインを応援します！
受賞から5年目以降は使用料半額、
10年目以降は、使用料は無料になります。
それまでに一度もお申込みがなくても適用されます。
→ 5年目、10年目からのお申し込みも可能

4年割
25% 
OFF

まとめて申し込むと、おトク！
通常1年更新のところ、受賞初年度に4年分まとめて
お申し込みいただきますと、3年分の使用料で4年間
お使いいただけます。



【50万円未満の商品の場合】

割引制度は併用可能
例）中小企業が長期使用する場合

5年目以降は、
21.6万円×50％＝10.8万円（5年目以降半額）
10.8万円×50％＝5.4万円（中小企業半額）

99年年年目目目まままでででははは毎毎毎年年年5.4.4. 万万万円円円ににに！！（（（1000年年年目目目以以以降降降ははは無無無料料料）

受賞年度に4年一括申込をすると、
21.6万円×50％＝10.8万円（税込／中小企業割引）
10.8万円×4×75％＝32.4万円（税込／4年割）

86.4.4万万万円円円ががが32.4.4万万万円円円ににに！

4年割
＋

50%OFF

長期割
＋

50%OFF



Gマーク活用/受賞プロモーション － パッケージ

※撮影当時のもので、現行パッケージとは異なる場合があります。



Gマーク活用/受賞プロモーション － ウェブサイト



Gマーク活用/受賞プロモーション － パンフレット



Gマーク活用/受賞プロモーション － 交通広告・CM



Gマーク活用/受賞プロモーション － 展示会



連合広告企画（日本経済新聞ほか）



連合広告企画（日本経済新聞ほか）



Gマーク活用/受賞プロモーション － PRグッズ（Gマーク使用料無料）

←
ミニ
トロフィ

表彰状複製→
フレーム↓Gマークラベル

縦 / 横 サイズ2種

受賞プレート→
※建築以外の受賞者もご購入いただけます。



二次審査通過ならびに受賞内定
誠におめでとうございます


