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グッドデザイン賞について1



グッドデザイン賞は、デザインによって、私たちの
暮らしや社会をよりよくしていくための活動です。

1957年の開始以来、60年以上にわたり
「Gマーク」とともに広く親しまれています。



日本国内認知率が高く、
デザイン業界内だけでなく、広く知られています



2017年度結果概要［大賞］

うんこ漢字ドリル Xperia Touch TRAIN SUITE 
四季島

Micra™ 経カテーテル
ペーシングシステム

陸前高田市立
高田東中学校

SEND（センド）

カジュアル管楽器［Venova］
ヤマハ株式会社

▼大賞候補



2017年度「国別応募件数比」

世界44カ国から応募
国際的なデザイン賞

2017年度結果概要



2018年度グッドデザイン賞



2018年度 応募について2
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2018年度のながれ

10/10
100プレゼン
特別賞審査

受賞展

10/31～11/4
受賞発表
10/3

7/31- 8/2
日本二次審査
@幕張メッセ

10/31
受賞祝賀会
大賞選出・特別賞発表

2019/3月



国内外のデザイナーや建築家など 約��名審査委員会



2018年度グッドデザイン賞審査委員長

柴田文江 氏 プロダクトデザイナー

2018年度グッドデザイン賞審査副委員長

齋藤精一 氏 クリエイティブ／テクニカルディレクター

武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科卒業後、株式会社東芝を経て、有限会
社デザインスタジオエスを設立。エレクトロニクス商品から日用雑貨、医療
機器、ホテルのトータルディレクションまで、インダストリアルデザインを
軸に幅広い領域で活動をしている。毎日デザイン賞、グッドデザイン金賞な
ど多数受賞。

建築デザインをコロンビア大学建築学科(MSAAD)で学び、2000年からNY
で活動開始。フリーランスとして活躍後、2006年にライゾマティクスを設立。
建築で培ったロジカルな思考を基に、アート・コマーシャルの領域で立体・
インタラクティブの作品を多数作り続けている。2009年－2016年国内外の
広告賞にて多数受賞。株式会社ライゾマティクス代表取締役社長。



審査委員長メッセージ

「デザインだからできること」

・デザインは私たちの暮らしを支え、これから先の社会における新たな生活像を導く。

・いま、デザインに取り組もうとする人が増えている。さまざまな立場から、
デザインに希望の種を見出し「デザインだからできること」に挑む人たちが増えている。

・デザインには、私たち“人”に対する想いや理想がある。
デザインであればこそもたらされる多様な豊かさのかたちがある。

・グッドデザイン賞では、人が人を想う中から生み出されるものごとが、
どれほど志高く、美しいデザインへと昇華されているかに着目。

・日々の暮らしの充実をもたらすデザイン、次のシーンを描き出す確かな力を備えたデザイン、
私たちに新しいストーリーを運んでくれるデザインを見出し、その価値を伝える。



応募できるもの 製品、建築、ソフトウェア、システム、サービス、取り組みなど、
私たちを取りまくあらゆるものごとが対象です



人が、ある理想や目的を果たすために
築いたものごと

デザイン
その質を評価・顕彰しているのが

グッドデザイン賞



グッドデザイン金賞

グッドフォーカス賞［新ビジネスデザイン］

グッドフォーカス賞［技術・伝承デザイン］

特
別
賞

グッドフォーカス賞［地域社会デザイン］

グッドフォーカス賞［復興デザイン］

賞の種類

グッドデザイン賞

グッドデザイン大賞ファイナリスト

グッドデザイン・ベスト100



応募の条件（応募できる対象）

2019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

＋
2018年10月3日の受賞発表日に公表できるもの

※ 過去に関する条件は一切ありません。



応募者（応募できる人）

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

製品の場合：メーカー
建築物の場合：施主
ソフトウェアやメディア、サービスの場合：事業の提供者
事業や活動、取り組みの場合：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



応募の流れ

アカウント登録＋応募

アカウント作成 応募対象を登録 応募を確定する

～5月23日
23:59

応募確認書を郵送
（要押印）
～5/30 必着

応募同意書を郵送
（要押印）
～9/20 必着

一次審査料支払
6/28 締切

エントリーサイトにて行います 請求書を送付



オンライン応募（エントリーサイトへのログイン）

①トップページで「応募ガイド」をクリック

②「エントリーサイトに
ログイン」をクリック

※新規アカウント登録も
こちらから



オンライン応募（エントリーサイトでの登録）

新規応募対象登録はこちらから

・詳細な登録方法は「応募のご案内」P20～



オンライン応募（エントリーサイトでの登録）
・記入項目一覧は「応募のご案内」P16～

写真は、デザインがわかりやすいものを代表画像、
使用シーンや注力したポイントを示す写真は補足。
また、希望する場合に、1点のみPDFを登録できます。
端的にまとめたものとしてください。



オンライン応募（エントリーサイトでの登録）

動画は、UIなどで動作に特徴があるもの、一般流通し
ていない産業・医療機器、BtoBサービスなどの設置・
動作・使用状況、または建築の利用状況など、写真で
伝えきれない情報を補足するために利用してください。



オンライン応募（エントリーサイトでの登録）

応募対象の概要

応募対象の概要英文



オンライン応募（エントリーサイトでの登録）

プレビュー：審査委員の審査時の画面プレビューが確認できます

応募受付期間中は「応募を確定」「取り下げ」が何度でもできます



応募確認書
(応募者は全員提出)

全ての応募者の
社印を押印の上、
郵送で提出［5/30締切］

※連名応募で、1枚に全応募者の
社印を押すことが困難な場合は、
確認書を複製し1社ずつ押印して
も構いません。ただし郵送は一括。



応募カテゴリー 01：生活プロダクト（小物類）
02：生活プロダクト（趣味・健康用品）
03：生活プロダクト（生活雑貨・日用品）
04：生活プロダクト（キッチン・家電）
05：情報機器
06：家具・住宅設備
07：モビリティ
08：医療・生産プロダクト
09：店舗・公共プロダクト
10：住宅（戸建て～小規模集合住宅・工法）
11：住宅（中～大規模集合住宅）
12：産業商業公共の建築・インテリア
13：メディア・コンテンツ・パッケージ
14：一般・公共用アプリケーション・システム・サービス
15：BtoBソフトウェア・システム・サービス・取り組み
16：一般・公共向け取り組み

→応募カテゴリーは、
応募時に応募者自らが
審査希望のカテゴリーを選択

→審査会の判断により
カテゴリーを移動して審査を
行う場合があります

→応募カテゴリーは、
審査ユニットとなります



2018年度 審査について３



グッドデザイン賞「審査の視点」

・今後の社会においてよきお手本となりうるか？
・今、何をグッド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



一次審査

応募時にエントリーサイトに
登録した情報をもとに審査



一次審査の流れ

一次審査結果通知
（エントリーサイト）

6/27

二次審査展示情報
登録

～7/4

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月下旬公開予定）」をご参照ください



二次審査

原則として現品審査
※最終仕様であること
※現品が展示できない対象は代替品
→詳細は二次審査の手引きで公開

二次審査会［日本］
日程：7月31日(火)～8月2日(木)

対話型審査：8月1日(水)
会場：幕張メッセ
搬入日：7月30日 / 搬出日：8月2日



二次審査 対話型審査

応募者と審査委員の直接対話
※参加は任意です
※1件につき3分
※デザインに関する質問にその場で
応えられる開発者・デザイナーの
参加をお勧めします
※建築カテゴリーの実施はありません

対話型審査：8月1日(水)
会場：幕張メッセ
※審査ユニット別に実施時間を決定し
参加希望の応募者の方に通知します



二次審査の流れ

二次審査会場に
展示物を搬入

7/30

二次審査結果通知
（エントリーサイト）

9/5

対話型審査
に参加

8/1

受賞展展示情報
年鑑情報の登録

～9/12

二次審査会場から
展示物を搬出

8/2

日本での二次審査会は、7月31日～8月2日に幕張メッセで実施します。
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



受賞発表 10月3日

記者発表 ウェブサイトプレスリリース

［グッドデザイン賞・ベスト100］

二次審査結果通知 9月5日

Gマーク使用無料期間 10月3日‒11月4日



受賞者による受賞発表（リリース）



受賞者による受賞発表（SNS）



2018年度 特別賞の選出について４



賞の種類

グッドデザイン金賞

グッドフォーカス賞［新ビジネスデザイン］

グッドフォーカス賞［技術・伝承デザイン］

特
別
賞

グッドフォーカス賞［地域社会デザイン］

グッドフォーカス賞［復興デザイン］

グッドデザイン賞

グッドデザイン大賞ファイナリスト

グッドデザイン・ベスト100



グッドデザイン賞

グッドデザイン・ベスト100

ベスト100選考会

8月下旬

※グッドデザイン賞
グッドデザイン・ベスト100
二次審査結果通知は9/5

特別賞の選考プロセス



グッドデザイン・ベスト100 発表

特別賞審査会（非公開）ベスト100プレゼン (公開)

10月10日

ファイナリスト (グッドデザイン金賞)
グッドデザイン金賞
グッドフォーカス賞

※特別賞内定通知は
10/25頃予定

10月3日



ファイナリスト (グッドデザイン金賞)

グッドデザイン大賞

大賞選出会

10月31日

※すべての特別賞を10/31に発表

受賞祝賀会にて
ファイナリストによる
プレゼンテーションを実施。
審査委員、受賞者等の投票で決定



受賞祝賀会・大賞選出会・特別賞発表

受賞祝賀会
すべての2018年度グッドデザイン賞
受賞者の皆さまをお招きし、受賞を
審査委員とともにお祝いします

10月31日

大賞選出会
当日発表される「ファイナリスト」の
プレゼンテーションを経て、審査委員、
受賞者等の投票で大賞を決定します
※ファイナリスト内定通知は10/25頃

特別賞発表
大賞・金賞・グッドフォーカス賞、
全特別賞を受賞祝賀会で発表するほか、
祝賀会終了後に記者発表会も行います



2018年度フォーカス・イシュー５



フォーカス・イシューは、グッドデザイン賞を通じて

「デザインが社会においてできること」を示していくための取り組みです。

2018年度

・働き方を変える

・ローカリティを育む

・社会基盤を築く

・技術を活かす

・学びを高める

・生活価値を見出す

・共生社会を描く

2015年度

1.地域社会・ローカリティ
2.社会基盤・モビリティ
3.地球環境・エネルギー
4.防災・減災・震災復興
5.医療・福祉
6.安全・安心・セキュリティ
7.情報・コミュニケーション
8.先端技術
9.ソーシャルキャピタル・
オープンアーキテクチャ

10.教育・伝承
11.ビジネスモデル・働き方
12.生活文化・様式

2016年度

1.地球環境と共生
2.都市と社会基盤
3.地域社会とローカリティ
4.医療と健康
5.安心と安全
6.教育と学び
7.ビジネスモデルと働き方
8.文化と生活様式
9.技術と情報

2017年度

1.働き方の改革
2.学びの充実
3.ローカリティの育成
4.社会基盤の進化
5.生活価値の発見
6.共生社会の構築
7.先端技術の応用
8.安心の創出



2018年度のフォーカス・イシューは、

新たに制定した「グッドフォーカス賞」

3賞の趣旨と、これらのテーマを

関連付けた訴求を試みます。

2018年度フォーカス・イシュー

・働き方を変える

・ローカリティを育む

・社会基盤を築く

・技術を活かす

・学びを高める

・生活価値を見出す

・共生社会を描く

グッドフォーカス賞 [新ビジネスデザイン]

グッドフォーカス賞 [技術・伝承デザイン]

グッドフォーカス賞 [地域社会デザイン]



受賞プロモーションについて6



受賞展 (受賞者は出展が必須です)

2018年度グッドデザイン賞受賞展「GOOD DESIGN EXHIBITION 2018」
会期：2018年10月31日(水) ‒ 11月4日(日) 11:00‒20:00 (最終日18:00まで) 会場：東京ミッドタウン

搬入日：10月30日／搬出日：11月4日/11月5日



受賞展 (受賞者は出展が必須です)

コンテンツ
・全受賞デザイン展示
・特別賞・ベスト100特別展示
・スーペリアカンパニー展 (受賞数上位企業)
・ロングライフデザイン受賞展
・ステージイベント
・ワークショップ などを予定



プロモーション（2017年度）

日経メッセ「GOOD DESIGN Biz EXPO 2017」2017/3/8‒3/10

Good Design Good Over 50s
‒ 暮らしのデザイン展

オンライン学習サイト「Schoo」
グッドデザイン賞授業

公式Youtubeチャンネル

Pen onlineでの
グッドデザイン賞特集

箱庭5周年記念イベント内
ロングライフデザイン賞展



プロモーション

タイ：チェンマイデザインウィーク タイ：バンコクデザインウィーク

2018年秋開催予定
［関西］グッドデザイン賞展示企画

会期：2018年11月末頃～予定
会場：神戸ファッション美術館
内容：グッドデザイン・ベスト100

ロングライフデザインなど

日経メッセ：商空間・住空間 NEXT   2018/3/6-3/9



プロモーション（GOOD DESIGN Marunouchi）

東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル1F 営業時間：11:00 - 20:00    入場料：無料



プロモーション（GOOD DESIGN STORE）

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA
東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTE丸の内3階
運営主体：野原産業

GOOD DESIGN STORE BANGKOK
Central Embassy, Level 4, 1031 Ploenchit Road, 
Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA



連合広告企画（有料） 新聞全国版：日本経済新聞・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞、雑誌：ブレーンなど



2018年度 費用について7



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（一次審査通過対象のみ） 57,240円

受賞パッケージ料（全ての受賞対象）
受賞展出展、受賞年鑑・オンラインギャラリー掲載、
表彰状・受賞年鑑、受賞祝賀会招待含む

156,600円

合計 ※ 価格は全て税込 224,640円

基本1小間の料金
追加スペース、通電、
パネルスタンドなどは
別途料金が必要

※ 未発表審査・現地審査など
特別な審査は別途費用

※ 受賞後Ｇマークを使用する
際は、申込・使用料が必要

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（個人の場合は主な拠点）を置く事業者の応募は全費用免除



受賞パッケージ料に含まれる内容

表彰状贈呈(1枚)
※フレームは含みません

オンラインギャラリー
(受賞対象一覧)掲載

受賞年鑑
掲載・贈呈(1冊)

受賞展出展
（基本1小間、展示台・キャプション含）

受賞祝賀会ご招待

受
掲

すべての受賞対象に
審査委員の評価
をまとめたコメント
を提供します



Gマーク使用料

※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

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
（個人の場合は主な拠点）を置く事業者の受賞対象のGマーク使用料を免除

※2015年度までの青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・茨城県の受賞対象は免除します



←
グッド
デザイン賞
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→
※専用申込書にて
※建築以外の受賞者も
ご購入いただけます。

PRグッズ



スペシャルトークイベント

［東京会場］

ビジネスデザインの解剖 ‒グッドデザインラボ成果発表
日時：4月26日(木) 18:30-20:00
会場：インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター
登壇：廣田尚子氏 (審査委員)、日高一樹氏(グッドデザイン・フェロー)

受賞企業4社

［大阪会場］

地域を育む根となるクリエイティブ
日時： 4月26日(木) 18:30-20:00 ※終了後、交流会開催
会場：メビック扇町 (大阪市北区扇町2-1-7 3F)
登壇：齋藤精一氏 (審査副委員長)



2018年度ロングライフデザイン賞について8



グッドデザイン・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
わたりユーザーからの高い支持を得て、今後もその価
値を発揮し続けるであろうと考えられるデザインを顕
彰するデザイン賞です。新しいことが尊重される傾向
があるデザインの領域において、変わらないことや、
継承・伝承することの意義に目を向けた国際的にもユ
ニークな視点を持つ賞です。

推薦受付：4月4日(水)‒5月23日(水)

推薦対象：10年以上継続的に提供されて
いる商品・サービス

推薦者 ：そのデザインのユーザー

［推薦・受賞ともに費用はかかりません］
※審査会・展示のための輸送費など実費はご負担



2018年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞

2018年度ロングライフデザイン賞審査委員会

ノミネートデザイン展→
日程：7/27-9/2予定
会場：GOOD DESIGN 

Marunouchi

← 審査会
ノミネートデザイン展
会場内で実施

柴田文江氏 齋藤精一氏 齋藤峰明氏 福光松太郎氏

受賞展→
会場：東京ミッドタ
ウンにてグッドデザ
イン賞受賞展と併催




