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2019年度グッドデザイン賞受賞展
GOOD DESIGN EXHIBITION 2019



2019年度グッドデザイン賞二次審査通過
誠におめでとうございます！



現在

受賞発表 (情報解禁) 日時：10月2日(水) 13:30
受賞発表までは、公表はできません



9月11日まで- エントリーサイトでの校正・登録

10月2日- 受賞発表

10月31日-11月4日- 受賞展 GOOD DESIGN EXHIBITION 2019

2020年3月- 受賞年鑑発刊

Gマーク
使用無料
PR期間
10/2～
11/4

今後の予定

10月31日- 受賞祝賀会［大賞選出会・特別賞発表］



受賞発表にむけて１



9月4日～11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



エントリーサイト

9月4日～11日にご登録
いただく項目



9月4日～11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

ウェブ (受賞対象一覧)
10/2 (13:30) 公開

受賞展展示キャプション
10/31～11/4

受賞年鑑
2020年3月



9月4日～11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



［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

受賞発表日時：10月2日(水) 
13:30記者発表 ウェブサイトプレスリリース



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）



受賞した皆さまが一斉に「Gマーク」とともに受賞発表をすることで、
相乗効果が生まれます。ぜひ受賞発表をご準備ください。

Gマーク
使用料無料期間
10/2～11/4

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
※ただし、改変・抜粋は不可です。原文の
ままご利用ください。



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



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2日～10月10日 ※1件ずつ登壇いただく場面はありません。

※1受賞アカウントにつき5名様までとさせていただきま

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、この場で審査委員と受賞者の投票を行い決定します。

受賞祝賀会



2019年度グッドデザイン賞受賞展
GOOD DESIGN EXHIBITION 2019
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2019年度グッドデザイン賞受賞展
会 期：2019年10月31日（木）～11月4日（月・祝）
会 場：東京ミッドタウン［六本木］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、学生および一般来街者
来場見込 ：約20万人
入場料 ：無料

※受賞者にはご案内用はがき100枚を配布します



2019年度グッドデザイン賞受賞展
コンセプト：Good Design Museum
グッドデザイン賞の60年以上にわたる歴史を、メイン
エントランスの導入部で一覧した後、本年度の
全受賞作品にミッドタウンの各所を巡って出会う、
という「博物館」をイメージしたコンセプトに
なっています。

総合監修：柴田文江(2019年度審査委員長）
齋藤精一（2019年度審査副委員長）

会場デザイン：成瀬・猪熊建築設計事務所
グラフィック：色部義昭

（日本デザインセンター 色部デザイン研究所）
企画・運営：ADKマーケティング・ソリューションズ
会場施工：乃村工藝社



[イベント・コンテンツ]
・2019年度グッドデザイン賞受賞対象全件展示
・2019年度グッドデザイン・ベスト100特別展示
・スーペリアカンパニー展示（企業展示）
・アジアンデザイン展示（タイ、インド、インドネシア）
・グッドデザイン賞アーカイブ展示
・トークイベントステージ
・GOOD DESIGN STORE ポップアップストア
・ロングライフデザイン賞受賞展示 ほか



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



エリアE（4F カンファレンス）
Awards Exhibition

エリアF（5F デザインハブ）
Awards Exhibition

現物または
パネル展示

パネル展示



受賞展は、受賞デザインを多くの来場者にお披露目し、
その優れた点を伝えるために開催します。
是非、デザインのポイントが明快にわかる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. 原則として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 →現物・映像・パネル（パネルパッケージ以外）の展示

［展示可能領域］幅540×奥行450×高さ850
※左右は解放してください ※背面も開放されますので、仕上げ処理をお願いします。

受賞パッケージ料：159,500円（税込）



床置き (600) パッケージ→高さのあるもの、床置きで使用するもの、独自の展示台を使う場合

［展示可能領域］幅540×奥行450×高さ1600
※左右は解放してください ※背面も解放されますので仕上げ処理をお願いします。

受賞パッケージ料：159,500円（税込）



台置き (400) パッケージ→小型の現品の展示 ※主催者より指定させていただきます

［展示可能領域］幅360×奥行300×高さ240
※左右は解放してください ※背面も解放されますので仕上げ処理をお願いします。

受賞パッケージ料：121,000円（税込）



吊りパネルパッケージ→建築や大型の受賞対象 ※主催者より指定させていただきます

受賞パッケージ料：159,500円（税込）

［サイズ］A1縦サイズパネル 1枚のみ
仕上げ：スチレンボード5mm厚（ドライマウントなど）
※できるだけ画面50％以上は写真で構成してください。

○○○○○○○○○○○○○○ ○

正面図側面図



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30日(水) 13:00～19:00
搬出日時：11月 4日(月・祝)  18:30～21:00

11月 5日(火) 10:00～13:00
※宅配便等での直接送付はできません。送付は搬入出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は禁止となっております。お手持ちでの搬入出を

お願いします。

受賞対象の展示について



展示キャプション

※事務局でご用意します

・受賞企業名（法人格表記は省略します）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



受賞に関わる費用（すべて税込）

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

台置き(400)パッケージの方のみ 121,000円となります。
（主催者より指定させていただきます）

159,500円

床置き用パネルスタンド 2,300円
20インチ液晶モニタ＋DVDセット 46,000円
電気使用料＋工事費 50W以下 7,300円
コンセント 1,800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）を置く事業者の応募は全費用免除

以下は、
オプション
お申し込みの
場合にのみ
発生します



受賞パッケージ料に含まれる内容

表彰状贈呈(1枚)

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

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



2019年11月5日以降は「Gマーク」の使用には、
1年間ごとの使用申請が必要です

※「Gマーク」 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



※公的機関、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 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

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
トロフィー
（ミニ）

←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→
※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 での企画展示）

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 での販売） ※受賞展にポップアップストアが出店→申込9/20まで

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ス

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

GOOD DESIGN STORE TOKYO by NOHARA



日経メッセ：建築・建材展 2020
2020年3月3日～6日
東京ビッグサイト 南ホール



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



2019年度グッドデザイン賞二次審査通過・
受賞内定おめでとうございます！


