
2018年度グッドデザイン・ベスト100受賞説明会

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



受賞発表にむけて1

3

4 Gマーク活用/受賞プロモーション

2018年度グッドデザイン賞受賞展
GOOD DESIGN EXHIBITION 2018
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二次審査通過ならびに
ベスト100受賞内定

誠におめでとうございます！



2018年度全受賞対象の中で

「明日を切り拓く力をもったデザイン」

「未来を示唆するデザイン」

として、特に高い評価を

得て選出されました。



現在

受賞発表 (情報解禁) 日時：10月3日(水) 13:30
受賞発表までは、公表はできません



Gマーク
使用無料
PR期間
10/3～11/4

9月12日まで- エントリーサイトでの校正・登録

10月3日- 受賞発表

10月31日-11月4日- 受賞展 GOOD DESIGN EXHIBITION 2018

12月3日- 特別賞贈賞式［特別賞受賞者のみ］

今後のながれ

10月31日- 受賞祝賀会［大賞選出会・特別賞発表］

2019/3月- 受賞年鑑発刊

- 特別賞審査会 10月10日
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9月5日～12日
エントリーサイトでの校正・登録

公開情報校正 / 受賞展展示情報 / ベスト100プレゼンテーション



エントリーサイト

9月5日～12日にご登録
いただく項目



9月5日～12日に登録

公開情報校正 が使用されるのは

表彰状
10/31にお渡し

（フレームは含みません）

ウェブ (受賞対象一覧)
10/3 (13:30) 公開

受賞展展示キャプション
10/31～11/4

受賞年鑑
2019年3月

ベスト100トロフィ



9月5日～12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5日～12日に登録

ベスト100プレゼンテーションが使用されるのは

特別賞審査会でのプレゼンテーション審査



［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・ロングライフデザイン賞

ベスト100受賞発表日時：10月3日(水) 13:30
記者発表 ウェブサイトプレスリリース



ベスト100専用ロゴタイプ／表記について

【和文表記】グッドデザイン・ベスト100

【英文表記】GOOD DESIGN BEST100

横タイプ 縦タイプ

※グッドデザイン賞のロゴタイプもお使いいただけます。



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）



主催者だけでなく、受賞者の皆さまも併せて発表されることで、
相乗効果が生まれます。ぜひ受賞発表をご検討ください。

Gマーク
使用無料期間
10/3～11/4

申込不要

←日付の入ったリリース
の場合は、期間終了後
もウェブで掲出が可能

使用料無料



エントリーサイト

Gマーク版下は、
こちらからダウンロード



Gマークをご使用の際は、版下データのガイドラインを遵守してください



エントリーサイト

審査委員の評価コメントも
ご活用ください



審査委員の評価は、
ウェブサイト の
受賞対象一覧にも掲載されます



TV（全国ネット）

TV（ローカル）

新聞
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グッドデザイン・ベスト100は、
- グッドデザイン大賞
- グッドデザイン金賞
- 各グッドフォーカス賞
（以下、特別賞という）の候補となります。



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



2018年度は、ベスト100プレゼンテーションを
特別賞審査の一環として一般公開で実施します。

2018年度グッドデザイン特別賞審査会
第一部：ベスト100プレゼンテーション公開審査

日時：2018年10月10日(水) 13:00 ‒ 16:30
会場：東京ミッドタウン・カンファレンス

第二部：特別賞選考会［非公開］



柴田 文江［審査委員長］
齋藤 精一［審査副委員長］

ユニットリーダー

01：原田 祐馬
02：鈴木 啓太
03：手槌 りか
04：鈴木 元
05：片岡 哲
06：橋田 規子
07：菅原 義治
08：田子 學
09：寳角 光伸
10：仲 俊治

11：篠原 聡子
12：山梨 知彦
13：鹿野 護
14：ドミニク・チェン
15：廣田 尚子
16：岩佐 十良
17：渡辺 弘明
18：山田 遊
19：朝倉 重徳

フォーカス・イシュー・ディレクター

長田 英知［働き方を変える］
西田 司 ［ローカリティを育む］

井上 裕太［社会基盤を築く］
石川 俊祐［技術を活かす］
水野 祐 ［学びを高める］

芦沢 啓治［生活価値を見出す］
太刀川 英輔［共生社会を描く］

特別賞審査委員



第一部：実施方法

4つのルームに分かれて
約25件ずつ同時に実施します。

審査委員は、各ルームに
7名ずつでプレゼンテーションを
聞き、質疑を行います。



第一部：実施方法
［各ルームの仕様］

審査委員席

司会

プレゼンター



第一部：実施方法
［各ルームの仕様］

プレゼンター
司会

天面図

立面図



第一部：実施方法
［ルール］

1件につき
・プレゼンテーション 4分＋質疑応答 2分 = 6分以内

通訳が入る場合（逐次）
・プレゼンテーション 8分＋質疑応答 4分＝ 12分以内

※審査会のため、時間の超過はできません。
万が一プレゼンテーションが伸びた場合は、質疑時間を短縮します。
※個別の実施時間は、9月18日に個別メールにて通知予定です。



第一部：実施方法
［ルール］

プレゼンテーションは、受賞者が作成した投影資料を
プロジェクターで投影して実施することができます。

投影用のPCは、事務局指定で行います。持込はできません。

［投影データ提出締切］10月1日
※締切以降のデータの差し替えはできません。

※データの仕様などの詳細は、ガイドP7～を参照ください。



第一部：実施方法
［ルール］

質疑応答は、プレゼンテーション終了後に行います。
審査委員からの質問にお答えください。

※プレゼンテーションの投影資料を使用することはできません。

※グループごとに会場に出入りします。終了後は、グループ全員の
プレゼンテーションが終了後に、退出、解散となります。



第一部：実施方法
［ルール］

第一部終了後に、第二部：特別賞選考会を実施します。
※非公開となります。観覧・見学はできません。

特別賞審査結果通知：10月25日（予定）
特別賞発表：10月31日
エントリーサイト ・個別メールで内定者に通知します。
ファイナリストに選出された場合は、10/31の大賞選出会で
最終プレゼンテーションにご参加いただきます。(ガイドP13参照)



日時：10月31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3日～10月11日（予定）

受賞展初日（10/31）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、この場で大賞選出会を実施し、審査委員と受賞者の投票で決定します。

受賞祝賀会・大賞選出会

※ベスト100は、1件ずつ登壇いただく場面は
ありませんが、トロフィと表彰状をお渡しします。



2018年度グッドデザイン賞受賞展
GOOD DESIGN EXHIBITION 2018
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2018年度グッドデザイン賞受賞展
会 期：2018年10月31日（水）～11月4日（日）
会 場：東京ミッドタウン［六本木］各所

出展者数 ：約950社（1,350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

※受賞者には招待券200枚を配布します





会場デザイン

トラフ建築設計事務所
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。



グラフィックデザイン

原田祐馬氏（UMA design / farm）
1979年大阪生まれ。UMA / design farm代表。
大阪を拠点に文化や福祉、地域に関わるプロ
ジェクトを中心に、グラフィック、空間、展
覧会や企画開発などを通して、理念を可視化
し新しい体験をつくりだすことを目指してい
る。「共に考え、共につくる」を大切に、対
話と実験を繰り返すデザインを実践。国内外
で受賞多数。京都造形芸術大学空間演出デザ
イン学科客員教授。



2017年度 受賞展来場者アンケート

2017.11.4 受賞展出口調査（200s） 日本デザイン振興会調べ







総合受付を入ってすぐの会場になります。
天高7m、耐荷重をクリアして、搬入口を
通れば、大型展示も可能なエリアです。



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
ために開催します。デザインポイントが明快な展示をお願いします

1. 展示スペースについて
1小間 900mm角（キャプションスペース含む）
必要な小間数をお申込みください

2. 受賞対象の現品展示をお願いします。
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





ベスト100用 台置きパッケージ

受賞展出展料：
1小間は、
受賞パッケージ料に含む。
追加1小間につき
124,200円(税込)

［展示可能領域］
幅860×奥行750×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。

天面図

正面図 側面図



ベスト100用 床置きパッケージ

受賞展出展料：
1小間は、
受賞パッケージ料に含む。
追加1小間につき
124,200円(税込)

［展示可能領域］
幅860×奥行750×高さ1600
※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。

天面図

正面図 側面図



会場：東京ミッドタウン
‒ ホールA（ミッドタウン・イーストB1F）
‒ キャノピースクエア（プラザ1F）

搬入日時：10月30日(火) 13:00～19:00
搬出日時：11月 4日(日)  18:30～21:00

11月 5日(月)  10:00～13:00

※宅配便等で直接送付すること、主催者が認める対象を除き、車両での搬入はできません。
手運びが難しい対象や郵送を希望の場合は、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。

受賞対象の展示について



展示キャプション

※下記の内容で、事務局でご用意します
・受賞番号
・受賞対象名（和／英）
・受賞企業名（和／英） ※株式会社、公益財団法人などの法人格は全て省略します。
・プロデューサー／ディレクター／デザイナー名
・受賞対象の概要（和）
・審査委員の評価（和）



費用

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
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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

▷ 60年以上にわたり使われ続けている

つくり手と生活者をつなぐ
コミュニケーションマーク

日本国内認知率が高く、
業界内だけでなく、広く知られています

日本国内
認知率



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」
などの、文字表記のみには使用料はかかりません



使用申込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



※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

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・茨城県の受賞者の使用料免除

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）

・個人、または中小企業
（中小企業基本法の規程による）

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

岩手県・宮城県・福島県に本社を置く事業者は、
本年度申込分を免除無料

Gマーク使用料の割引



Gマーク使用料の割引

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
申し込むと、3年分の使用料で4年間お使いいただけます。

割引制度は併用可能です
長期割＋中小企業 50%OFF、4年割＋中小企業 50%OFF など



Gマーク使用事例（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マーク使用事例（ウェブサイト / パンフレット）



Gマーク使用事例（交通広告/CM）



Gマーク使用事例（見本市/展示会）



←
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。

受賞PRグッズ Gマーク使用申込不要・使用料不要



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

私の選んだ一品展
‒2018年度グッドデザイン賞
審査委員セレクション‒
会期：10月3日(水)～11月4日(日)

今年のグッドデザイン賞受賞対象から
審査委員が個人的に気に入ったデザイン
をご紹介します。

※一品に選出された対象には、事務局
より個別にご連絡を差し上げます。



プロモーション（GOOD DESIGN STORE ※受賞展にポップアップストアが出店）

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



会期：11/23(金/祝) ‒ 12/24(月/祝)
会場：神戸ファッション美術館

神戸市ユネスコ「デザイン都市」認定10周年記念企画

GOOD DESIGN AWARD 神戸展
主 催：グッドデザイン賞神戸展実行委員会

（神戸市、神戸新聞社 他）
出展対象：2018年度

グッドデザイン・ベスト100、
ロングライフデザイン賞、
兵庫県受賞対象 ほか

企画の概要ご案内、出展（搬入、搬出、展示設
置）の方法は近日中で主催者から個別に連絡を
差し上げてお伺いします。（9月19日頃に各社
宛でアンケートを発送予定です）



日経メッセ：建築・建材展 2019



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年度グッドデザイン・ベスト100
受賞内定おめでとうございます！


