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総事業費：4億円

ウェブ公開⽤用写真3

        ※画像は、JPEG形式RGBカラー、500×350ピクセル相当以上（矩形は⾃自由）としてください。
        ※画像、PDFファイルともにファイルサイズは１メガバイト以内としてください。
        ※登録する画像のファイル名は半⾓角英数字とし、拡張⼦子（「.jpg」「.pdf」）は必ずつけてください。

審査⽤用画像：

※⼆二次審査結果通知後にも登録、変更することができます。
※年鑑掲載⽤用画像については、内容により事務局で撮影を実施する場合があります。その場合は11  ⽉月初旬に、対象となる⽅方に個別に連絡を
いたします。また、全体のトーンを合わせるため、登録いただいた写真をレタッチ・修正する場合やレイアウト上、写真をトリミングして
使⽤用する場合があります。ご了承ください。
※画像は、JPEG  形式RGB  カラー、解像度：350dpi（縦横位置問わず、⻑⾧長辺190mm  程度）としてください。
受賞年鑑掲載⽤用の画像およびウェブ公開⽤用写真1
ウェブ公開⽤用写真2

写真1：メイン画像※
写真2：使⽤用利⽤用状況を⽰示す画像
写真3：デザインが注⼒力したポイントを⽰示す画像
補⾜足資料：その他、審査時にアピールしたい資料

公開⽤用画像：

Atsushi  Oi,  President,  Japan  Institute  of  Design  Promotion
ディレクター
和⽂文表記（公開・100字以内）※ 2017年度グッドデザイン賞 　審査委員⻑⾧長 　永井⼀一史／審査副委員⻑⾧長 　柴⽥田⽂文江

Kazufumi  Nagai,  Chairman  of  the  Good  Design  Award  2017,    Fumie  Shibata,  Vice

英⽂文表記（公開・200字以内）※

英⽂文表記（公開・200字以内）※

※商品の場合には販売価格を、それ以外は総事業費を記⼊入してください。
※⾦金額欄には、単⼀一の価格の場合、左側だけに記⼊入してください。シリーズ商品、セット商品などの場合、価格帯の下限と上限を記⼊入してくだ
さい。
※オープンプライスの場合、実勢価格を記⼊入してください。未発売商品の場合、予定価格を記⼊入してください。

応募対象情報掲載URL（公開） http://www.g-‑mark.org/

発売または利⽤用開始⽇日（公開）※
1957年4⽉月1⽇日（利⽤用開始）

建築物など設置場所が特定できる場合は、その所
在地を記⼊入してください。(50字以内)
販売価格（公開）または総事業費（⾮非公開）※

和⽂文表記（公開・50字以内）※
英⽂文表記（公開・100字以内）※

公益財団法⼈人⽇日本デザイン振興会
Japan  Institute  of  Design  Promotion

1-‑1.  応募対象

応募対象の⼀一般名称 　（例：スマートフォン、乗⽤用⾞車 　など）

和⽂文表記（公開・100字以内）※
英⽂文表記（公開・150字以内）※

和⽂文表記（公開・20字以内）※
英⽂文表記（公開・50字以内）※

デザイン賞制度

グッドデザイン賞
The  GOOD  DESIGN  AWARD

事業主体名

応募対象の固有名称 　（具体的な商品名、ブランド名 　など）

販売対象地域または設置場所（公開）
国内・海外共通仕様
設置場所：特になし

1-‑3.  仕様など
仕様（200字以内）※
⼨寸法・重量・⾯面積など、その応募対象を特徴付け
る素材や形状、規模や構造など主な仕様を記して
ください。

無形

デザイナー
和⽂文表記（公開・100字以内）※
英⽂文表記（公開・200字以内）※

1-‑2.  デザイナー情報

公益財団法⼈人⽇日本デザイン振興会 　グッドデザイン賞事務局
Good  Design  Award  Office,  Japan  Institute  of  Design  Promotion

プロデュース、ディレクション、具体的デザインの3つの⽴立場でデザインに関わった⽅方のお名前をご記⼊入ください。（該当する役割がない場合は記
⼊入不要ですが、１項⽬目以上の記⼊入を必須とします）
記⼊入例：公益財団法⼈人⽇日本デザイン振興会 　グッドデザイン賞事務局 　○○○○、○○○○

プロデューサー
和⽂文表記（公開・100字以内）※ 公益財団法⼈人⽇日本デザイン振興会 　理事⻑⾧長 　⼤大井篤

1.  基本情報 　応募対象の最も基本的な事項について記⼊入する項⽬目です。

応募カテゴリー（公開）※ A4-‑02    ソーシャルプラットフォーム

Design  Award  System

1-‑4.  審査⽤用画像・資料／公開⽤用画像

※本データは参考資料です。情報はエントリーサイトへのご登録が必要です。
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「審査する制度」から「発⾒見・共有する制度」へ転換したデザイン賞

The  Good  Design  award  is  a  design  award  to  vitalize  industry  and  society  is  established
in  1957.  Entry  categories  used  to  be  just  only  products  ,  and  now  they  are  spread  widely
regardless  tangibl    e  or  intangible,  4000  items  are  applied  and  1200  items  are  recognized
every    year.    In  recent  years  it  convert  its  concept  from"screening  system"  to  "system  to
discover  and  share"  in  order  to  increase  social  values,  and  they  proactively  runs  various
system  reforming  and  new  activities.

応募対象を⼀一⾔言で表してください。デザインコ
ンセプトやキーワードなどでも構いません。

概要英⽂文（海外審査委員の審査時に必要なため必須情報／公開・600字以内）※

グッドデザイン賞は応募者の⽅方々から審査料をいただいて運営しています。グッドデザイン
賞を永続的に運営するためには、当落に関わらず「費⽤用を払った分だけ何かを得る」という
費⽤用対効果を考えなければなりません。このことから1998年の⺠民営化以降、グッドデザイン
賞では「単に良いデザインを選ぶ制度」からの脱却を模索してきました。現在、グッドデザ
イン賞では「発⾒見と共有」をコンセプトに、審査講評会などの各種トークセッションやその
他のイベントによって、審査の過程でどのような議論が⾏行われたか？また選ばれたデザイン
のどこがよいと判断されたか？といった審査プロセスを詳らかにする取り組みを積極的に実
施しています。また、今後の社会に向けた兆しを発⾒見する取り組みとして「フォーカス・イ
シュー」制度を取り⼊入れています。こうした「審査で⾒見つけた知⾒見を社会と共有する」取り
組みを特に評価してもらいたいと考えています。

競合する制度として「iF  Design  Award」や「Red  Dot  Design  Award」などがありますが、
いずれの賞制度においても「概要」で記載したような考え⽅方は取り⼊入れていません。「対話
型審査」に似たような制度として「公開審査制」を取り⼊入れているデザイン賞はいくつかあ
りますが、対話型審査は、審査委員が応募者との直接対話によって応募対象についての理解
を深め、応募者と良い点や改善点と共有する場⾯面であり、公開審査制とは違う価値がありま
す。

2-‑2.応募対象の補⾜足情報

審査で注⽬目すべき点（⾮非公開・400字以内）※

審査委員に特に注⽬目してもらいたい点を記述し
てください。

デザイナーの思い（公開・400字以内）※

創意⼯工夫した点、めざしたこと、将来に向けた
意思など、当事者としての思いを具体的に記述
してください。

よいデザインを⽣生み出す最も重要な要素は「思いやり」です。よいデザインには必ずよいス
トーリーがあり、これを知ることによって「そのデザイン」はより多くの⽀支持を得て、⽻羽ば
たくはずです。そして、そのストーリーは次に何かをデザインしようとする誰かのヒントに
なり、社会がより発展するための推進剤になるはずです。グッドデザイン賞では「この部分
のお⼿手伝い」が出来ればと考えています。

デザインのポイントを⼀一⾔言で表してください（公開・50字以内）※

デザインが⽣生まれた理由／背景（公開・400字以内）※

グッドデザイン賞設⽴立当初の⽬目的は、⽇日本の輸出製品におけるデザイン盗⽤用問題に端を発す
る「オリジナル商品奨励」でした。その後、オリジナル商品を作って当たり前の世の中に
なった結果「第三者的視点からよいデザインを⾒見極める」制度へと⽅方向転換を図りました
が、情報社会の昨今において「グッドデザイン賞は必要ないのでは︖」と⾔言われるようにな
り、⾃自らの存在意義を⾒見直す必要に迫られました。こうした背景を抱えながら本制度は1998
年に⺠民営化が⾏行われ、「グッドデザイン賞が皆に必要とされるためには？」ということをよ
り真摯に考えるようになりました。

これまでの実績やその他の特徴（⾮非公開・400  字以内）

「発⾒見と共有」を軸にデザイン賞制度を⾒見直し始めたのが2007年からですが、応募件数も
徐々に増加し、対2007年⽐比で39％（約1,100件）増加しました。グッドデザイン・ベスト
100・デザイナーズプレゼンテーションは2016年までで500件実施、対話型審査は全応募者
の約60％が参加しています。フォーカス・イシューについては、各社会課題に対する発⾒見を
「提⾔言」として⽂文章化し、冊⼦子にして配布した結果、応募者の⽅方からご好評をいただきまし
た。また、⼀一般⽣生活者とのタッチポイントとしてショールーム「GOOD  DESIGN
Marunouchi」を2015年10⽉月にオープンし、応募者や審査委員の⽅方々と協働で様々な展⽰示・
イベントを実施しています。

応募対象が既存のデザインのリニューアルや
アップデートにあたる場合、その変更された点
について、競合・類似事例がある場合は応募対
象がそれらと異なる点を記述してください。

企画・開発の理由、デザインをするうえで意識
した社会背景・市場動向などについて記述して
ください。

販売実績や、活動歴、継続年数など具体的な実
績や事例等がある場合に記述してください。ま
た、これまでに記⼊入していない応募対象の特徴
などがあれば記述してください。

デザインの改良、競合・類似デザインとの差異について（⾮非公開・400  字以内）

産業活性化を⽬目的に1957年から始まった応募形式のデザイン賞です。設⽴立当初は製品デザイ
ンのみでしたが、現在では有形・無形を問わず様々な物事が対象になっています。毎年、世
界各国から約4,000件の応募があり約1,200件が受賞しています。近年では、グッドデザイン
賞そのものの社会的価値を⾼高めるべく「審査する制度」から「発⾒見・共有を⾏行う制度」へと
コンセプトの転換を図り、それに伴って様々な「制度改⾰革」や「新しい取り組み」を積極的
に実施しています。

概要（公開・300字以内）※

デザイナーの顔写真

2.  審査情報 　審査時に審査委員が確認する項⽬目です。
2-‑1.  応募対象の概要

応募対象の特徴を簡潔明瞭に記述してください。

応募対象の特徴を英⽂文でも記述してください。
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URL:（80字以内） http://www.g-‑mark.org/

特になし
応募対象が過去グッドデザイン賞受賞対象と関
連のある場合、その受賞番号と応募対象との関
連を記載してください（100  字以内）

どこで購⼊入できるか、どこで⾒見られるか
この応募対象を実際に購⼊入できる、⾒見ることが
できる代表的な店舗名や場所を記⼊入してくださ
い。（公開）（50字以内）

グッドデザイン賞受賞展、GOOD  DESIGN  Marunouchi

タイトル:（50字以内）

タイトル:（50字以内） 公益財団法⼈人⽇日本デザイン振興会のウェブサイト
URL:（80字以内） http://www.jidp.or.jp/
タイトル:（50字以内）
URL:（80字以内）

JANコード

JANコード（公開）（1000字以内）
※Gマークサイト、提携機関等への情報として活⽤用することがあります。

グッドデザイン賞ウェブサイト

        ◎承諾する
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに基づき主催者が定めた条件で公開することを承諾しますか？  ※

応募対象が新規に取得した産業財産権登録番号
（または出願番号）（100字以内）

特になし

3-‑2.  情報公開等に関する各種情報
受賞情報の公開⽇日※

著作権法、商標法  等

「発⾒見と共有」を軸にデザイン賞制度を⾒見直し始めたのが2007年からですが、応募件数も
徐々に増加し、対2007年⽐比で39％（約1,100件）増加しました。グッドデザイン・ベスト
100・デザイナーズプレゼンテーションは2016年までで500件実施、対話型審査は全応募者
の約60％が参加しています。フォーカス・イシューについては、各社会課題に対する発⾒見を
「提⾔言」として⽂文章化し、冊⼦子にして配布した結果、応募者の⽅方からご好評をいただきまし
た。また、⼀一般⽣生活者とのタッチポイントとしてショールーム「GOOD  DESIGN
Marunouchi」を2015年10⽉月にオープンし、応募者や審査委員の⽅方々と協働で様々な展⽰示・
イベントを実施しています。

販売実績や、活動歴、継続年数など具体的な実
績や事例等がある場合に記述してください。ま
た、これまでに記⼊入していない応募対象の特徴
などがあれば記述してください。

応募対象の販売・提供にあたり製造上の責任を
負う事業者名（100字以内）

公益財団法⼈人⽇日本デザイン振興会

過去のグッドデザイン賞との関連について

応募対象の販売・提供にあたり必要な法規
（100字以内）

知的財産および関連法規について

上記に関連するウェブサイトやウェブコンテンツ、公式ウェブショップがあればURLを記⼊入してください。（公開）

3.  運営情報
3-‑1.  知的財産／関連法規／過去のグッドデザイン賞との関連

※受賞情報は原則として10⽉月4⽇日（⽔水）にグッドデザイン賞のウェブサイトや記者発表にて公開いたします。

        ◎10⽉月4⽇日に公開する


