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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。



グッドデザイン賞の考える「デザイン」

グッドデザイン賞では、その質を評価・顕彰します

人が、ある理想や目的を果たすために
築いたものごとすべて



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



「グッドデザイン賞」および受賞の証である「Gマーク」は、
日本国内での認知率が高く、デザイン業界内だけでなく

広く一般ユーザーにも知られています

高い認知率



審査委員会

国内外のデザイナーや建築家など 約80名

名



2018年度「国・地域別 応募件数比」

世界 44の国と地域から
応募がある 国際的なデザイン賞

1,353
2018年度 結果概要

4,789
受賞件数

応募件数



▼ ファイナリスト (大賞候補)

貧困問題解決に向けてのお寺の活動
[おてらおやつクラブ]

エンタテインメント
ロボット [aibo]

Gogoro Energy Network 
+ Gogoro Smartscooter

ポータブルX線撮影装置
[FUJIFILM CALNEO 
Xair]

宿泊施設
[hanare]

丸の内駅前広場から
行幸通りに繋がる景観

2018年度 結果概要

▼グッドデザイン大賞



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［防災・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

賞の種類



[参考] 2018年度フォーカス・イシュー と ディレクター

長田 英知
ストラテジスト

西田 司
建築家

井上 裕太
プロジェクトマネージャー

石川 俊祐
デザインディレクター

水野 祐
弁護士

芦沢 啓治
建築家、デザイナー

太刀川 英輔
デザインストラテジスト

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

2019年度フォーカス・イシュー
＊新ビジネスのデザイン
＊技術・伝承のデザイン
＊地域社会のデザイン
＊防災・復興のデザイン

グッドデザイン賞の活動 － フォーカス・イシュー



応募および審査について２



4/3～5/23 5/24～6/26 7/5～9/3

10/9
100プレゼン
特別賞審査

受賞展
10/31～11/4

受賞発表
10/2

7/30- 8/1
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

2020/3月

応募期間内に「エント
リーサイト」から必要
情報を入力し「応募確
認書」に捺印・提出

2019年度の流れ



2020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

＋
2019年10月2日の受賞発表日に公表できるもの

※ 過去に関する条件はありません。

応募の条件（応募できる対象）



応募カテゴリー

01 : 身につけるもの・ヘルスケア

02 : 子ども・文具

03 : レジャー・ホビー

04 : キッチン/生活 雑貨

05 : 家具・家庭用品

06 : 家電

07 : 情報機器

08 : 住宅設備

09 : モビリティ

→応募カテゴリーは、
応募時に応募者自らが
該当するカテゴリーを選択

→審査委員会の判断により
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、
審査の際には
｢審査ユニット｣ となります

応募の条件（応募できる対象）

10 : 産業/医療 機器設備

11 : 店舗/オフィス/公共 機器設備

12 : 建築（戸建て～小規模集合住宅）

13 : 建築（中～大規模集合住宅）

14 : 建築（産業・商業・公共）

15 : メディア・コンテンツ・パッケージ

16 : システム・サービス

17 : ビジネスモデル・メソッド

18 : 取り組み・活動



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（法人および個人）

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

［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

応募者として登録されていないと、受賞者になることはできません！

応募者（応募できる人）



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

159,500円

合計 ※ 価格は全て税込 227,540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

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

費用（小型で通電を必要としない応募対象1件あたり）



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

受賞パッケージ料に含まれる内容



※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。
※4年分一括申請の場合、25%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 220,000円

50万円以上500万円未満 5億円以上50億円未満 550,000円

500万円以上 50億円以上 1,100,000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

Gマーク使用料（1年あたり）



←グッドデザイン賞
トロフィ

←表彰状複製＆
専用フレーム

←Gマークラベル
サイズ4種

受賞プレート→

受賞PRグッズ（Gマーク使用申請は不要です）



2019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

2019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

審査委員会



人間的視点
（ユーザー的視点）

ユーザーへの配慮、安全・安心・環境・身体的弱者への配慮
ユーザーから共感を得るデザインであるか
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

視点）

新技術・新素材などの利用または創意工夫
的確な技術・方法・品質であるか
新産業、新ビジネスの創出に貢献しているか

社会的視点
（社会価値的視点）

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
社会に対して新たな価値を提案しているか

時間的視点
（中長期的な視点）

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

グッドデザイン賞の「審査の視点」



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

一次審査は、応募の際に登録された情報をもとにした書類審査です
審査結果は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

一次審査の流れ



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





二次審査会場に
展示物を搬入

7/29

二次審査結果通知
（エントリーサイト）

9/4

対話型審査
に参加

7/31

受賞展展示情報
年鑑情報の登録

～9/11

二次審査会場から
展示物を搬出

8/1

日本での二次審査会は、7月30日～8月1日に千葉県の幕張メッセで実施します。
原則として現品を提示していただきます。

二次審査の流れ



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
日程：7月30日～8月1日
会場：幕張メッセ
搬入日：7月29日 / 搬出日：8月1日

二次審査



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
※建築カテゴリーの実施はありません

対話型審査：7月31日
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 対話型審査





受賞発表/グッドデザイン・ベスト100発表 10月2日

記者発表 ウェブサイトプレスリリース

二次審査結果通知 9月4日

Gマーク使用無料期間 10月2日‒11月4日



グッドデザイン賞受賞対象

グッドデザイン・ベスト100内定

ベスト100選考会（非公開）

特別賞の選考プロセス



グッドデザイン賞、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9日

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

10月2日



ファイナリスト (グッドデザイン大賞候補)

グッドデザイン大賞

大賞選出会

10月31日



受賞メリットについて3



Gマークを使った広報・宣伝活動（プレスリリース）



Gマークを使った広報・宣伝活動（SNS）



2019年度グッドデザイン賞受賞展「GOOD DESIGN EXHIBITION 2019」
会期：2019年10月31日(木) ‒ 11月4日(月・祝) 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

日本最大級のデザインイベント「受賞展」への出展
(受賞した場合には出展が必須となります)



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

受賞展（2018年度参考）



受賞祝賀会へのご招待



表彰状贈呈 (1枚)
※フレームは含みません

受賞対象一覧
(オンラインギャラリー) 掲載

受賞年鑑 掲載・贈呈 (1冊) 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

表彰状贈呈・年鑑掲載・受賞対象一覧掲載



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

連合広告企画（有料）



海外メディア掲載



グッドデザイン神戸展
会 場：神戸ファッション美術館
会 期：2018月11月23日‒12月24日
来場者：約6,000名

特別展示企画（2018年度参考）



Pen onlineでのグッドデザイン賞特集Pen onlineでのグッドデザイン賞特集

日経メッセ「商空間・住空間 NEXT」@東京ビッグサイト

メディア企画

百貨店での展示イベント＠西武池袋本店受賞デザインを知るツアー

LIVING & DESIGN

特別展示／イベント／メディア企画 (2018年度参考)



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

GOOD DESIGN Marunouchi での特別展示企画



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：野原ホールディングズ

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

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA

GOOD DESIGN STOREでの販売



ロングライフデザイン賞について4



グッドデザイン・ロングライフデザイン賞

・広く使用者や生活者から支持・信頼を得ている
商品やサービス
・10年以上継続的に提供され、以降も継続して
提供されると想定できるもの
・2009年以前より提供されているデザイン

が対象です。
一般ユーザーとしてお気に入りのデザインを推薦で
きるほか、自社製品をグッドデザイン賞エントリー
サイトから応募することもできます。



グッドデザイン・ロングライフデザイン賞

［ロングライフデザイン賞のメリット]
＊応募から受賞まですべて費用無料
＊表彰状・トロフィーの贈呈
＊受賞デザイン展への出展
＊グッドデザイン賞の年鑑に無料掲載
＊百貨店・小売店等での展示・販売の機会



自社製品を応募→エントリーサイトから お気に入りを推薦→ロングライフデザイン賞ウェブサイトから



受賞すると、グッドデザイン賞
受賞展と併催で特別展示され、
会期中に表彰式も行われます。

審査は一次審査（書類審査）、二次審査（現品審査）の二段階で行われます。



2019年度ロングライフデザイン賞 審査委員

柴田 文江氏 齋藤精一氏 ほか

[ロングライフデザイン賞 審査の視点]
革新性ー新たな概念や価値をもたらしたか
信頼性ー人々から根強く支持され、信頼されているか
普遍性ースタンダードとしてあり続けているか
先導性ー次世代のモデルとなりうるか

ユーザー推薦受付：4月3日‒4月23日
自社製品応募受付：4月3日‒5月23日



2019年度 応募受付 4/3[水] ‒ 5/23[木]


