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2 0 19 年度

応募受付開始

応募受付締切・応募確認書の提出締め切り

一次審査期間

一次審査結果通知

二次審査展示情報の登録

二次審査期間

二次審査 会場：幕張メッセ

（グッドデザイン賞、グッドデザイン・ベスト100、
　ロングライフデザイン賞）
 知通果結査審次二

受賞展展示情報・公開情報・年鑑掲載情報の登録

）（ 表発賞受

受賞ＰＲ期間

 」ロングライフデザイン賞受賞展「 展賞受

受賞年鑑発刊

［応募から一次審査段階］

  4月 3日（水）

  5月23日（木）

  5月24日（金）～ 6月26日（水）

  6月27日（木）　

［二次審査段階］

  6月27日（木）～ 7月 4日（木）

  7月 5日（金）～ 9月 3日（水）

  7月31日（水）

  9月 4日（水）　

［受賞発表段階］

  9月 4日（水）～11日（水）

 10月 2日（水）

 10月 2日（水）～11月4日（月･祝）

 10月31日（木）～11月4日（月･祝）

 2020年3月

 ※上記の予定は変更になる場合があります。

ロングライフデザイン賞表彰式・受賞祝賀会（ミッドタウンホール・ホールB） 11月 1日（金）

現段階

二次審査について

2

グッドデザイン賞、グッドデザイン・ベスト100、ロングライフデザイン賞

01
グッドデザイン・ロングライフデザイン賞

スケジュール



2019 年度 デザイン賞 二次審査会実施概要

会場：幕張メッセ国際展示場　1・2・3ホール

搬入：7月29日（月）12:00 ～ 19:00
審査：7月31日（水）10:00 ～ 20:00（非公開・応募者入場不可）

搬出：8月  1日（木）17:30 ～ 20:30（希望者のみ*）

*二次審査会終了後、展示物は事務局が梱包・搬出し、9月4日の二次審査結果通知
 日までお預かりします。8月1日にはご自身で搬出を希望する方のみご来場ください。
 保管に適さない造作物が展示に含まれる場合は応募者ご自身で搬出をお願いします。
*受賞の場合、引き続きお預かりし、10月31日から開催する受賞展に展示します。
 この出展作業は事務局で対応し、受賞展終了後も事務局より返送いたします。
*二次審査不通過となった場合は、9月4日以降速やかに返送いたします。

［お問合せ先］　※搬入出代行サービスのお問合せ先は、P36をご覧ください。
　　　　　　公益財団法人 日本デザイン振興会  ロングライフデザイン賞事務局
　　　　　　E-mail : long@g-mark.org

［二次審査会現地事務局（二次審査期間：7/29 ～ 8/1のみ）］ 

　　　　　　幕張メッセ ホール2 主催者室　TEL : 043-296-4032
　　　　　　※電話番号のかけ間違いにご注意ください。（期間中 10:00 ～ 17:00のみ）

ロングライフ
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［二次審査全体のながれ］

を

［お届けプラン］
搬入のみ

開梱、設置は応募者
梱包資材保管アリ

［おまかせプラン］
搬入・設置

開梱、設置も代行業者

二次審査情報登録  エントリーサイトにて： 6月27日（木）～ 7月4日（木） 　  詳細P 7～

二次審査結果通知  エントリーサイトにて： 9月4日（水）13:00

二次審査会展示物の準備 　 詳細P5 ～

搬入：7月29日（月）12:00 19:00 

搬出：事務局による搬出・保管（ロングライフデザイン賞のみ）

応募者自身で搬入出
　詳細P 9 ～

搬入出代行サービスの利用
　 詳細P20 ～　申込み期限7月9日（火）

二次審査会　　7月31日（水）10:00-20:00（立ち入り不可）
 

応募者ご自身で搬出される場合：8月1日（木）17:30～20:30

～

一次審査を通過した対象は、二次審査に進みます。エントリーサイトにて必要なスペースなどを登録する「二次
審査情報登録」を行い、応募対象に合わせた展示物をご準備いただき、主催者指定の場所に搬入設置をお願
いいたします。搬出は事務局が一括して実施しますが、保管に適さない造作物などが展示に含まれる場合、
またはご自身での搬出をご希望の場合は事務局にご連絡の上、搬入時と同様にご来場ください。
搬入出には、「搬入出代行サービス」がご利用いただけます。下記のフローを参考にして搬入出のご計画を
お願いいたします。なお、搬入出代行サービスのご利用には事前にお申し込みが必要です。
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決定してください。

グッドデザイン賞二次審査では、会場に展示された応募対象を観察し、操作、体験しながら、応募情報と照らし
合わせ、

１.展示物について

］意任［ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］須必［

A. 応募対象の現品

・応募対象の現品を審査委員が自由に操作や体験が可能な状態で展示してください。
・実働に通電が必要な対象は、必ず通電してください。
・必要な場合は、展示用と体験用を複数ご用意ください。
・ウェブサイトやアプリなどの場合は、それらの動作を確認できるPCやタブレット、スマートフォンなどを現品と
  してご用意ください。
・応募対象以外の展示物（治具など）がある場合は「審査対象外」とわかるように貼付してください。
・製品シリーズが応募対象の場合は、必ず全ラインナップを提示してください。ただし、仕様や性能が同じライ
ンナップ展開の場合は、一覧リストやカラーサンプルなどで現品を代替しても構いません。

展示いただく内容について02

A. 応募対象の現品

B. 現品の代替物 ）枚1ルネパ ズイサ縦1A（ 

補足資料もしくは

5

審査します。必須の展示物は必ず提示してください。補足資料については任意とします。

B. 現品の代替物（A1縦サイズパネル1枚）
・大型製品などで会場に搬入が困難な応募対象、サービスやシステムなどかたちを伴わない応募対象は、現品
の代替物として、応募対象の概要やデザインのポイントをA1縦サイズパネル（H841mm×W594mm ／スチレ
ンボード貼り、厚み5mm）1枚にまとめて、展示してください。

２.搬入可能なサイズ
原則として応募対象１件あたり幅3m×奥行き3m以内（台置きの場合は幅3m×奥行き1m、車輌の場合は幅
3m×奥行き6m）の平面に設置できる対象で、搬入及び設置の際に特別な工事や養生を伴わない対象とします。
上記を超えるサイズの展示を行いたい場合は、別途事務局までお問い合わせください。

３.審査番号の明記
二次審査の過程で展示物を移動することがあります。紛失を避けるために搬入した展示物すべてに必ず審査番
号を記載するか、シールなどで貼り付けてください。記載位置は裏側などの目立たない位置で構いません。また、
車輌や大型機器など、明らかに持ち運びが不可能な対象については審査番号の貼り付けは不要です。

４.通電について
審査会期中は原則として24時間通電しますが、運営事務局が簡易に電源をON／OFFできるようご配慮ください
（搬入時に指示書等で使用方法を各審査ユニットの受付スタッフにご指示ください）。



５. PC・タブレット・映像機器等での展示について
持ち込み機器がある場合、何らかの理由で再起動等が発生する事態に備え、ログインID・PWや操作方法につ
いてA4サイズで指示書を作成の上、搬入時に各審査ユニットの受付スタッフにお渡しください。

６.住宅設備機器の展示について
・「天井灯、エアコン、カーテンレール」等、壁面や天井面に設置して使用される応募対象については、壁面等、応募
対象の保持具を含めて搬入、展示してください。造作が難しい場合は、パネルなど代替物を提示してください。

・「照明器具」は必ず通電し、展示してください。

７.審査会への立ち会いについて
審査会は非公開で実施します。応募者の立ち会いはできません。

８.その他注意事項  注意事項（P15 ～ 18）を必ずお読みの上、遵守してください。
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03 二次審査情報登録 ］どな法方置設・スーペス示展［ 

応募者は、二次審査情報（展示に必要な小間数や設置方法、対話型審査への参加など）を6月27日（木）
～ 7月4日（木）に、エントリーサイトにログイン ＞ 応募対象一覧 ＞ 詳細を見る ＞ 二次審査情報の項目を
記入の上、保存してください。保存後の画面に正しい情報が反映されていれば登録完了となります。
応募時に登録された情報については追加･変更はできませんのでご了承ください。

1. 二次審査方法の選択

を選んで登録してください。［通常の審査を希望する］

2. 二次審査での提示物の選択
展示物に関する説明（P5 ～）をご確認の上、下記いずれかを選んで登録してください。
［現品を提示する］ 補足資料（パネルなど）の有無に関わらず、現品を提示する場合

　　　※補足資料がある場合、その内容
［代替物（A1縦サイズパネル）を提示する］ 建築や形を伴わない応募対象など現品の提示ができない場合

　　　※補足資料がある場合、その内容

3. 設置方法・必要小間数の申込
【設置方法】
ご自身の「二次審査での提示物」に合わせて、設置方法を選んでください。
［床置き］［台置き］ のいずれかを選択してください。床置きと台置きの組み合わせはできません。

［床置き］ 

 小間数制限：幅3小間×奥行き3小間まで

仕様：直置き（コンクリート床）
・床に養生材（パンチカーペットなど）はありません。
・左右、背面に仕切り壁はありません。背面処理にご協力ください。
・安全に自立するものを展示してください。アンカーは打てません。

［台置き］ 

 小間数制限：幅3小間×奥行き1小間まで

仕様：オクタノルムシステム（シルバー）、天板（白）
・左右、背面に仕切り壁はありません。背面処理にご協力ください。
・天板の下（前面、側面）に展示はできません。
・電源を申込む場合は天板に配線口があります。
・詳細はP9をご確認ください。

耐荷重：40kg
耐荷重：
1㎡あたり5tまで
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4. 展示オプションの申込
【展示オプション（電源）】
応募対象が通常電気を使用するものについては通電状態で提示してください。電気を使用するすべての応募者
は電源のお申込み が必要です。希望者は［電気使用量］［コンセントボックスの数］を登録してください。

  
  

コンセントボックス（ 2口/AC100Vアース付、最大容量1.5kW） 
　※電源をお申込みの場合は、必ず1個以上お申込みください

［電源申込み例］
必ず展示に使用するすべての機器の電気使用量を合算し、必要電気使用量を算出してお申込みください。
例1：ノートパソコン（消費電力60W）を1台使用する場合
　　  申込内容  0.5kW+コンセントボックス1個
例2：ノートパソコン（消費電力60W）を2台、レーザープリンターを１台（消費電力量1.2kW）使用する場合
　　  申込内容  2kW+コンセントボックス2個

台置き展示台 詳細 ・展示台に穴あけや接着などの造作はできません。展示台が毀損した場合は修理費を請求します。
・電源を申込んだ場合、天板に配線口があります。

≒2mm
の段差

配線口サイズ
W70mm×D35mm
または
W80mm×D40mm
※選択はできません

配線口
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04 搬入・搬出
［搬入出スケジュール］

■二次応募対象の展示・設営時間

搬入日時：7月29日（月）　12:00 ～ 19:00　

■応募者自身で撤去・搬出される場合
搬出日時：8月  1日（木）　17:30 ～ 20:30　
基本的には事務局が一括で搬出し、展示品を保管いたします。

※応募対象の搬入・展示作業にあたっては時間厳守の上、円滑な運営にご協力ください。
※応募者は、運営事務局が発行する搬入出車輌証（コピー不可）を掲示している場合のみ、搬入出のために車輌を会場内ま
で乗り入れることができます（最大積載量45t未満）。
※会場内への車輌の乗り入れは、車輌導線の安全確認を行った上で、開始いたします。車輌の移動は係員の指示に従ってく
ださい。また、作業車輌は積み降ろしが終了次第、速やかに場外へ移動してください。

［搬入出代行サービスのご案内］
応募者のみなさまの利便性向上と搬入出作業時の混雑緩和のため、事務局指定業者による「応募対象搬入出代行
サービス」をご提供しております。応募対象の会場への搬入、開梱、展示作業、梱包、終了後の返送など、二次審査
に関する作業を、指定業者が応募者に代わって行うサービスです。P２0以降のサービス詳細をご一読のうえ、是非
ご利用をご検討ください。

審査会準備のため19:00以降
は入場できません。

応募対象が車輌の場合、
18:00 ～ 19:00の間で
搬入を行っていただきます。

車輌
搬入

応募者搬入 審査会準備代行サービス
搬入

7月29日（月）

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

二次審査会

7月 31日（水）

応募者ご自身で搬出される
場合、撤去・搬出作業は
17:30より20:30まで
に作業をお願いいたします。

代行サービス搬出

事務局による
搬出作業二次審査会（非公開）

8月  1日（木）

終日立ち入り不可
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［審査会場へのアクセス］

会場：幕張メッセ国際展示場　1・2・3 ホール
　　　　〒261-0023千葉県千葉市美浜区中瀬2-1 TEL：043-296-0001(代 )

■車でご来場の場合　※搬入経路詳細はP15参照
。分5約らか）路道葉京（.C.I張幕はたま）道車動自東関東（.C.I野志習岸湾。分04約らか心都京東　

■電車でご来場の場合
　［JR京葉線］
　東京駅→→→→→→→→（快速29分）→→→→→→→→JR海浜幕張駅
　八丁掘（東京メトロ日比谷線連絡）→→（快速27分）→→JR海浜幕張駅
　新木場（東京メトロ有楽町線連絡）→→（快速21分）→→JR海浜幕張駅

　［JR総武線］
　東京駅→（快速25分）→津田沼→（７分）→幕張本郷→（京成バス15分）→「幕張メッセ中央」下車

■有料駐車場のご案内 （幕張メッセ周辺の駐車場は全て有料となります。）
幕張メッセ駐車場　　普通5,500台/大型120台　8:00 ～ 23:00
　　　　　　　　  　普通1,000円/日・大型4,100円/日　
幕張新都心県営第一地下駐車場　　280台　24時間　100円/20分  1日最大1,200円
幕張新都心県営第二地下駐車場　　459台　24時間　100円/20分  1日最大900円
ワールドビジネスガーデン駐車場　　263台　24時間　200円/30分
幕張海浜公園Ｆ駐車場　　普通577台/大型13台　8:30 ～ 21:00　普通600円/日

海浜幕張駅
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［審査会場への入退場について］
1）審査会場について
審査会場は、幕張メッセ 1・2・3ホールです。応募対象の搬入出にあたり、徒歩で入場する場合は、中
央モールよりご入場ください。車輌にて入場される場合は、ホール南側、南1ゲートより入場し係員の指
示に従ってください。

2）車での搬入出経路 （詳細は「搬入出車輌証」の裏面をご覧ください）

※会場内に車輌の留め置きはできません。作業車輌は荷降ろしが終了次第、速やかに車輌待機場へ移動してください。会場内
への車輌の乗り入れは、車輌導線の安全確認を行った上、開始いたします。車輌の移動は警備員の指示に従ってください。

※搬出の際は、まず車輌待機場にお越しいただき、警備員の誘導に従ってください。

3）搬入出車輌証について
搬入出作業のため、応募者は最大積載量45t未満の車輌１台まで、会場内に乗り
入れることができます。入場の際は、事務局発行の「搬入出車輌証」（コピー不可）
をフロントガラスの見えやすい位置に必ず掲示してください。搬入出車輌証は１応
募者につき１枚を事前に配布いたします。車輌証のない車輌、搬入出に関係のな
い車輌は入場できませんのでご注意ください。
※作業の都合上等で車輌証の追加発行をご希望の場合は、7月4日（木）までにエントリーサ
イトよりお申し込みください。調整の上、追加の車輌証を発行いたします。

4）応募者パス
応募対象の搬入出及び展示作業に従事される方は、必ず「応募者パス」を
着用してください。応募者パスは、１応募者につき5枚を事前に運営事務局
より配布いたします。

5）その他注意事項
（1）応募対象の搬入は応募者が責任を持って行ってください。展示完了後、梱包のための箱、資材等は展示
　　 台下に置いてください。後ほど事務局が回収・保管いたします。　　 
　　 （2）搬入出指定時間を厳守してください。また、動線が混雑した場合などには、入場制限や一部車輌の優先入

場の措置をとらせて頂く場合があります。その場合は、現場の係員の指示に従ってください。

11



［搬入の手順］

入場前にご準備いただくもの
　①審査番号 　②応募者パス　③応募対象（展示物）

応募対象の展示場所は、審査番号ごとに決まっています。
エントリーサイトにて、必ず審査番号を確認してください。
展示場所はグッドデザイン賞ウェブサイトにて事前に確認することが可能（掲載は7月下旬）です。

　受付から展示までの流れ

応募対象を以下の手順で搬入・展示してください　

■搬入に関するご注意
・会場内での撮影は禁止（記念撮影コーナーのみ可能）です。応募対象の設置確認のために撮影が必要な場合は、該当
展示品のみを撮影し、周囲の応募対象が写らないようにしてください。

・展示完了後、展示物の内外梱包材料等はひとまとめにして展示台下に置いてください。事務局が回収、保管し
二次審査会終了後の搬出時に事務局にて梱包いたします。

・搬入出代行サービスを希望する応募者は、P20 ～をご一読の上、別途サービスをお申込みください。
・応募対象展示の際の事故・紛失を避けるため、搬入手続きは可能な限り応募担当者が行うか、お立会いください。
・応募対象を審査会場宛に直送することはできません。
・車輌での搬入を行う場合、係員の指示に従い、順次搬入してください。
・会場には台車や工具等の準備はありませんので、予め応募者自身でご準備ください。
・展示設営用の電力供給はできません。設営に必要な工具等はバッテリー式のものをご用意ください。

・当日は暑さが予想されるため、十分な熱中症対策を心がけてください。

搬入    00:91～00:21）月（日92月7

審査番号を確認し、審査ユニット受付カウンターへ
審査番号 G010012　→　審査ユニット01の受付へ

※この部分の数字を参照　　　　　

受付スタッフとともに展示数・展示状況・留意事項を確認する
※映像機器等を展示する方は、操作方法マニュアルを受付スタッフにお渡しください。

（詳細：P7「5.PC・タブレット・映像機器等での展示について」参照）

審査ユニット受付カウンターで入場チェックを受ける
※審査番号と企業名を確認します。

応募対象を展示する
※紛失防止のため、全ての展示物に審査番号を記入（目立たない位置で可）してください。

審査ユニット受付カウンターで発行される「設置確認証」を受け取る
※ご自身で搬出される場合は設置確認証が必要です。搬出日にご持参ください。
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［ご自身での搬出を希望される場合］※原則として搬出は事務局で実施するため来場は不要です。

入場前にご準備いただくもの
　①審査番号 　②応募者パス　③設置確認証

　　　　　　　　　　　　　　　　搬入日に発行された設置確認証が必要です。

　受付から搬出までの流れ

応募対象を以下の手順で搬出してください　

■搬出に関するご注意
・会場内での撮影は禁止（記念撮影コーナーのみ可能）です。応募対象の設置確認のために撮影が必要な場合は、該当
展示品のみを撮影し、周囲の応募対象が写らないようにしてください。

・応募対象搬出の際の事故・紛失を避けるため、搬出手続きは可能な限り応募担当者が行うか、お立会いください。
・車輌での搬出を行う場合、搬入出車輌証を掲示の上、係員の指示に従い、順次搬出してください。
・会場には台車や工具等の準備はありませんので、予め応募者ご自身でご準備ください。
・電気使用をお申し込みの場合の電源供給時間は18:00までとなります。
・展示撤去用の電源供給はできません。撤去に必要な工具等はバッテリー式のものをご用意ください。
・搬出日のみ、宅配便受付カウンターが設置され、会場内からの配送が可能です。
　※着払いのみ対応　※梱包材等の販売及び貸し出しはありません。
・ 展示場所内の廃棄物の処理・清掃は各応募者が責任を持って行ってください。展示場所内（周囲を含む）にゴミや
　展示物が放置されていた場合には、主催者がその場で回収又は破棄し、後日残材処理費又は管理費（1件につき
　一律5,400円･税込）を請求します。
・ 車輌で搬出する場合は、まず車輌待機場にお越しいただき、係員の誘導に従って入場してください。
　（P11

13

［審査会場への入退場について］参照）

■搬出用 ヤマト宅急便 臨時受付カウンター設置について
搬出時のみご利用いただける宅急便の受付カウンターを会場内に設置します。設置位置は、会場マップ公開時にお知らせ
いたします。※搬入、搬出の往復発送をご希望の方は搬入出代行サービス（P20）をご利用ください。

　受付：8月1日（木）搬出開始時～ 19:00まで　※発送は、すべて翌日8月2日（金）予定
　支払：着払いのみ
　
　
　臨時カウンターで受付可能な荷物　※下記サイズを超えるものはお受けできませんのでご注意ください。
　　宅急便：サイズ3辺計160cm以内、重さ25kg以内
　　ヤマト便：サイズ3辺計200cm以内、重さ30kg以内

搬出  03:02～03:71）木（日1月8

審査番号を確認し、審査ユニット受付カウンターへ
審査番号 G010012　→　審査ユニット01の受付へ

※この部分の数字を参照　　　　　

審査ユニット受付カウンターで入場チェックを受ける
※設置確認証を確認します。

応募対象を搬出する

※搬出日の宅急便受付は大変混み合います。搬入日（7月29日）に着払い伝票を配布します
　ので事前に記入の上、当日お持ちいただくとスムーズです。
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1.展示について
1）展示位置の決定
展示位置は、主催者が決定し、7月下旬にお知らせします。

2）展示の準備
エントリーサイトから申請された展示スペース及び展示台、電源やオプション備品は、応募者の搬入時までに主催者が会場内
に設置します。

3）展示における注意事項
・転倒の危険性のあるものについては、転倒防止などの処置をお願いします。
・展示スペースの境界に「壁面」はありません。
・主催者が用意する展示台への造作はできません。穴あけや接着剤により展示台が毀損した場合は、修理費を請求いたします。
・照明環境については、会場天井照明の全灯を点灯します。
・その他の注意事項については「07 注意事項（P15 ～ 18）」をよくお読みください。

2.展示の保護と責任
・応募対象の破損、紛失、盗難などの管理責任は、搬入出期間は応募者が、審査会の非公開期間は主催者が負うものとしま
す。主催者は審査期間中の会場及び応募対象の保全に努めます。
・搬入出時は会場が非常に混雑することが予想されます。応募者は応募対象の搬入・搬出・展示作業に際し、細心の注意を
払い、事故防止に努めてください。
・審査期間中における天災などの不可抗力による損失、事故等に対しては、主催者は責任を負いません。
・主催者は展示または設置作業において、事故発生防止の観点で危険と判断した場合、その作業等の制限、または中止、その
他応募者の負担で事故防止のために必要な措置を命ずることがあります。
・主催者が危険とみなした場合、応募対象の展示方法について主催者が変更措置を講ずる場合があります。
・応募者の行為に起因し、事故が発生した場合は、応募者が責任を負うものとします。

3.応募者の責任に帰する事項
応募対象について意匠権等の知的財産、品質、性能、安全性、その他の施工等に関して生じた問題の責任については応募者
が負うものとし、主催者は一切の責任を負いません。

4.規定の遵守と変更
応募者及び応募関係者は本ガイドに記載された規定を遵守しなければなりません。また、やむをえない事情が生じた場合は主
催者はこれらの規定を変更することがあります。

5.その他の規定
展示にあたっては、次の事項を遵守してください。主催者が違反と認めた場合は、直ちにその行為を中止して頂きます。
1）展示は事前に申請したスペース内に必ず全てが収まるようにしてください。
2）音響等の音量は60ホーン以下に設定してください。

6.展示スペースの原状回復
応募者が会場内諸設備を破損した場合は8月1日（木）20:30までに完全に原状回復しなければなりません。回復が十分でなく、
または期限までに回復が行われないために、主催者が代わってこれを実施した場合、その回復に要した費用は応募者の負担と
なります。
※主催者が用意した展示台等、電気幹線等は主催者が撤去いたします。

7.館内での撮影
搬入・搬出時の会場での撮影は、記念撮影コーナーを除き禁止とします。対話型審査日の会場内での撮影･録画･録音につ
いても一切禁止とします。搬入の際に応募対象の設置確認のため撮影が必要な場合は、該当展示品のみを撮影し、周囲の応
募対象が写らないようにしてください。

展示物及び会場の管理
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06
造作物の展示にあたっての注意
会場内で施工、工事を行う事はできません。保持具や壁面の造作など、応募対象になんらかの施工が必要な場
合は、必ず、施工後の造作物を搬入、設置してください。また、設置の際、会場を汚損、破損、または漏水する恐
れがある等、特別な養生が必要になる作業は実施を禁止します。

造作物の展示を行う場合は、以下の注意事項を遵守してください。
審査会期中、所轄消防署の現場査察が行われます。展示設備の造作が火災予防条例等に違反している場合は、
展示設備の使用禁止、即時撤去等が命ぜられ、応募対象の審査が不可能となります。

1）展示造作に使用される材料について
展示に使用する装飾資材は、下記の事項に注意の上、厳守してください。
（1）合板（シナ合板、プリント合板など）は厚さに関係なく、全て防炎処理済のものを使用してください。
（2）防炎合板に厚い布、ひだのある紙類を装飾貼付する場合は、防炎性能を有するものを必ず使用してください。
（3）展示設備に使用するカーテン及びカーペット等の敷物も防炎性能を有するものを使用し、防炎処理済のラ

ベルは見える位置に配置するように施工してください。一部の貼付け、釘止め、釘打ちなどは、防炎合板と一
体とみなされますので、これについても防炎処理が必要です。現場吹き付け加工は一切認められません。

（4）発泡スチロールなどの石油製品、ホンコンフラワー、ウレタンまたは燃えやすい化学繊維（ポリエステル、アク
リル、ナイロン等）で、防炎液が浸透しないものは使用できません。ただし、スチロールなどを切り文字程度
の少量で、さらに来場者の手の届かない場所で使用する場合は、例外とします。

（5）防炎表示は防炎物品ひとつひとつに付けてください。なお、そのラベルは消防庁認定の「（財）日本防炎協会」
発行のものに限ります。

2）直接工作の禁止
会場施設の維持管理保全のため、下記のような直接工作は禁止します。
（1）アンカーボルト、釘、鋲類の打ち込み
（2）掘削、はつり、切断、ガス溶接
（3）ペンキ等塗料の直接塗布
（4）接着剤を塗布しての貼り付け
（5）カッターナイフ等を直接施設にあてた工事
（6）柱等への針金・ひも類の巻き付け
（7）看板等の支持物としての利用
（8）その他当施設を破損する恐れのある一切の行為

3）会場設営・撤去時の遵守事項
会場の設営・撤去にあたっては下記の事項を遵守してください。
（1）施工責任者の常駐・ヘルメット等の着用
　  施工管理責任者を定め安全管理に万全の策を講じてください。また、クレーン車、高所での作業等あるいは
危険が伴うと想定される作業がある場合は必ずヘルメット等を着用し安全管理に努めてください。

（2）防火担当責任者の常駐
　  防火担当責任者が常駐するとともに展示関係者に防火に対する必要な指示・指導を行ってください。
（3）有資格者による施工
　  次の場合などは、必ず各種有資格者が施工を実施してください。
　  ・足場の組立：「足場の組立の指定講習修了証」
　  ・クレーンの玉掛け：「玉掛け技能講習修了証」
　  ・高所作業（高所作業者の操作）：「高所作業技能講習修了証」等
（4）火気器具類等の使用制限
　  火気器具及び火花を発生する機械類は会場内で使用しないでください。 

注意事項
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（5）作業中の事故等の報告
　  作業中事故等があった場合は遅滞なく主催者までご連絡ください。また、救急車等を呼んだ時にも必ずご一報
ください。

（6）作業に伴う養生
　  施設を汚損、破損、漏水する恐れがある場合は必ず養生が必要です。
（7）損害保険等への加入会場の設営・撤去時の事故等に対して損害保険等に加入されることをお勧めします。
（8）その他
　  ①トイレや給湯設備に塗料や油等を流さないようご注意ください。
　  ②共同部分の移動に、自転車、キックボード等を使用しないようご注意ください。
　  ③その他、会場における運営事務局担当者や警備員等の指示を遵守してください。

4）消防関係について
（1）消防法により、展示会場内において次の行為は禁止されています。

①喫煙
　搬出入期間を含む当会場内での喫煙は禁止します。喫煙は当会場外の指定場所にてお願いします。
②裸火の使用
　※燃料を使用する火気器具で火花・炎を発生させる装置、または発熱部が露出したもの
　※電熱器、コンロ、電気ストーブ、アルコールランプ等
③危険物の持ち込み
　(a)可燃性ガス（石油液化ガス、アセチレン、水素などの一般高圧ガス）の持ち込み
　(b)危険物（ガソリン、灯油、マシン油、重油、動植物油等）の持ち込み
　(c)危険物品（準危険物、火薬類、多量のマッチ・ローソク等）の持ち込み
　(d)機械類に内蔵されている油（コンプレッサー・車両等）の持ち込み
　(e)悪臭・多量の煙が発生する機器・装置の持ち込み

5）危険物品持ち込み
（1）危険物品とは

①危険物
　消防法（昭和23年法律第186号）別表に掲げるガソリン、軽油等引火性液体、酸化性個体、液体などの危険物。
②指定可燃物
　火災予防条例別表第7に掲げる可燃性液体及び可燃性固体類。
③火薬類
　火薬類取締法（昭和25年法律第149号）で定める火薬、爆薬、火工品及びがん具煙火。
④一般高圧ガス保安規則（昭和41年通商産業省令第33号5）に定めるプロパン、アセチレン、水素、アンモニア
　ガス等可燃性ガス。

（2）危険物品持ち込みの要件
消防法令又は防火に関する法令に違反を生じないほか、次の要件を満たし、必要最小限とする。
次の（a）から（f）に掲げる場合は、「危険物品」に該当する物品であっても、必要最低限の範囲であれば規
制対象とはならない。
（a）展示品として実演を伴わず展示のみを行う場合で、容器に密閉されているものに限る。
（b）展示のみを行う車輌のタンク内の燃料や潤滑油など。
（c）展示されるモーター・油圧機等に密閉状態で内蔵されている潤滑油など。
（d）装飾品として使用され、可燃性固体類に該当するパラフィンで作られている美術品。
（e）フライパンや鉄板などにひく油など、調理に使用している動植物油。
（f）日常の清掃に使用しているクリーナーなど。但し、規制対象外とされている危険物であっても、数量を合

算し、所定の数量以上となる場合は、消防法、火災予防条例等の基準が適用されることとなる。持ち込
みに際しては全て消防署へ申請する。
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（3）非常口および消防用設備の維持管理
法令で定められた避難動線、非常口、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、消火器の維持管理につい
ては、所轄消防署、及び会場管理者の指導を受けながら、主催者が必要な措置を講じますので、応募者は
ご協力をお願いいたします。

6）防炎対象物品
（1）カーテン
（2）合板で、台・バックスクリーン・仕切り等に使用されているもの
（3）仕切りに用いられる布製のアコーディオンカーテン、ついたて
（4）装飾のために壁等に沿って下げられる布製のもの
（5）布製ののれん、装飾幕、紅白幕等
（6）映写用スクリーン
（7）どんちょう
（8）布製のブラインド
（9）暗幕
（10）じゅうたん
（11）人工芝
（12）カーペット
（13）ござ
（14）シート類

7）防炎性能を有している防炎物品として扱うもの
（1）建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料
（2）建設基準法施工令第1条第5号に規定する準不燃材料
（3）建設基準法施工令第1条第6号に規定する難燃材料に該当する合板



8）石油ストーブ・ガソリン自動車等の展示についての注意
会場内で火気を使用したり、危険物を持ち込むことは千葉市火災予防条例に基づき原則として禁止されてい
ます。石油暖房機、ライター等の燃料は抜いて展示してください。ガソリン自動車等車輌の展示にあたっては
必要最低限の燃料の内蔵しか許可されません。所轄消防署の現場査察の際、車輌にエンジンをかけ、「ガソリ
ンエンプティランプ」の点検チェックが行われる場合があります。ランプが点滅しない場合、その場で撤去され
ることがありますので必ずお守りください。

9）制限床荷重に関する注意
会場内の床荷重は、1平米あたり5t以下です。これを越える場合は、荷重の分散処置が必要になりますので、
運営事務局に事前に相談の上、予め応募者で養生等をご準備ください。また、応募対象が搬入時に会場内の
床面を傷つける可能性がある場合には、会場内を自走する際の養生をご準備ください。

10）天井構造物の禁止（閉鎖空間を含む）
天井構造物（暗幕等）は火災報知器の感度障害や散水障害の原因となるため、原則禁止されております。応
募対象物の性格上、やむを得ず天井構造物を設ける場合は、事前に消防署へ申請の上、指導・許可を受け
る必要がありますので、必ず事前に運営事務局までご相談ください。
なお、ユニットバス等の四方を閉鎖された空間の展示も天井構造物に該当しますので、ご注意ください。
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077 二次審査後の流れについて

［受賞発表まで］
二次審査の結果は、9月4日（水）13:00にエントリーサイトにて応募者にのみ通知を予定しています。二次
審査を通過した応募対象は、10月2日の受賞発表日に受賞が確定します。9月4日～ 10月1日は、受賞発
表準備期間となり、10月2日の主催者による受賞発表前に応募者が受賞を公表することはできません。

［受賞発表以降］
全受賞対象は、「受賞展出展」「受賞年鑑掲載」が必須となります。二次審査を通過した対象を持つ応募者
は、9月4日～ 11日までの間に「公開情報校正 / 受賞展展示情報」をエントリーサイトにて登録していただ
きます。

10月 2 日（水）受賞発表（グッドデザイン賞・ベスト100・ロングライフデザイン賞）
10月 2 日（水）－10月25日（金）　私の選んだ一品2019（仮）展　会場：東京ミッドタウン デザインハブ
10月 9 日（水） グ

グッドデザイン賞
グッドデザイン賞

ッドデザイン・ベスト100プレゼンテーション公開審査、特別賞選考会
  会場：東京ミッドタウン･カンファレンス
10月31日（木）  京東 トッアイハ ドンラグ：場会  出選賞大・会賀祝賞受
10月31日（木）   特別賞発表（大賞・金賞・グッドフォーカス賞） 
10月31日（木）－11月 4 日（月･祝） 　受賞展［GOOD DESIGN EXHIBITION 2019］　会場：東京ミッドタウン
12月 4 日（水） 】みの者係関スレプ/者賞受賞別特【 館会化文際国：場会  式賞贈賞別特
2020年 3 月 受賞年鑑発刊（予定）

2019年度グッドデザイン賞・ロングライフデザイン賞受賞展 
【全受賞対象出展必須】
名称　GOOD DESIGN EXHIBITION 2019
会期　2019年10月31日（木）－11月4日（月･祝）
会場　東京ミッドタウン各所

2019年度受賞対象すべてを一挙に展示するイベント。会
期初日に大賞・金賞・特別賞を発表します。期間中、受賞者
･審査委員トーク、ワークショップ、審査レビューなどのイベン
トや、GOOD DESIGN STORE TOKYOの出店なども予定。

2019年度ロングライフデザイン賞表彰式・受賞祝賀会

日時　2019年11月1日（金）16:00－19:00［予定］
会場　東京ミッドタウン・ホールB

2019年度ロングライフデザイン賞受賞者のみなさま
をお招きし、表彰式及び受賞記念イベント、パーティ
を開催します。

受賞年鑑［GOOD DESIGN AWARD 2019］ 
【受賞対象1件につき1冊贈呈】
すべてのグッドデザイン賞・ロングライフデザイン賞を
網羅した公式年鑑です。グッドデザイン大賞をはじめと
する特別賞受賞作や「グッドデザイン・ベスト100」など、
幅広い領域のデザインが収録されます。
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2019 年度グッドデザイン賞

搬入出代行サービスのご案内

20



グッドデザイン賞
応募企業各位

拝啓、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

当社は、公益財団法人日本デザイン振興会の指定をうけ、「二次審

査会」、及び「受賞展」における、応募対象の『搬入出代行サービス』

を応募者様にご提供させて頂くこととなりました。

このサービスは、応募者様に代わり、事務局が指定する日時・場

所へ応募対象を搬入開梱・展示・撤去、ご返却するサービスです。

このサービスをご利用されることにより、より便利にグッドデザイン

賞へ応募・参加されることが可能となります。

当社のサービスをご案内させて頂きますので、ご検討のうえ、ぜひご

利用頂けますようお願い申し上げます。　

　

敬具

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社

［お申込み・お問合せ先］
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社

係」賞ンイザデドッグ「  店支展募公品術美京東
〒135-0062  東京都江東区東雲2-2-3
TEL：03-3527-6683（平日10:00 ～ 17:00）  FAX：03-6858-7600  
Eメール：ylc_gda@y-logi.com
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１．お申込～応募対象の送付
　　サービスをお申込みの上、指定日までに弊社指定場所へ応募対象をご送付ください。

２．搬入日当日の応募対象のお受け取り
　　搬入日に審査ユニットごとの受付カウンターにて搬入手続きを済ませた後、応募対象をお受け取りください。
　　応募対象は、弊社にて展示スペースまでお運びいたします。

３．開梱・展示作業・空箱の回収
　　応募対象の開梱、展示作業は応募者様が行います。
　　設置作業終了後、弊社が空箱を回収します（空箱はたたまないでください）。

４．搬出日当日の空箱のお受け取り・再梱包・撤去作業
　　搬出日に弊社が空箱を展示スペースまでお持ちいたします。
　　応募者様にて応募対象の再梱包をお願い致します。
　　再梱包終了後、弊社が応募対象の回収を致します。

５．応募対象のご返却
　　搬出日後、1 ～ 2週間を目安に、順次応募対象を返却発送させて頂きます。

１．お申込～応募対象の送付
　　サービスをお申込みの上、指定日までに弊社指定場所へ応募対象をご送付ください。

２．搬入時作業
　　搬入日に弊社にて展示スペースに応募対象を配達、開梱、展示、空箱回収を行ないます。
　　※器材が必要な梱包箱の開梱、応募対象の組立は別途費用にて承ります。
　　※パネルの取付、少数のアイテムの配置等の簡易作業について別途ご料金は発生しません。　　　
　　※複雑な作業を伴う組立は対応が難しい場合がございますので、弊社担当までご相談ください。

３．搬出時作業
　　搬出日に空箱の配達、応募対象の再梱包、応募対象の回収を弊社にて行います。

４．応募対象のご返却
　　搬出日後、1 ～ 2週間を目安に、順次応募対象を返却発送させて頂きます。　　

1．二次審査会搬入出代行サービス

お申込み手順
［手順1］ 搬入出プランの決定（お届けプラン 又は おまかせプラン より選択）

［手順２］ お申込みサイズのご確認
 弊社にご送付いただく梱包箱のサイズ（応募対象の荷姿）をご確認ください。

①Ｓサイズ・・・（幅・奥行・高さ）の合計が160cm以内、20kgまで
②Ｍサイズ・・・（幅・奥行・高さ）の合計が220cm以内、30kgまで
③Lサイズ・・・（幅・奥行・高さ）の合計が260cm以内、40kgまで
④260サイズ以上・・・（幅・奥行・高さ）の合計が260cm以上、または重量40kg以上

　　　※260サイズ以上のお申込は、別途お問合せください。

※すべてのサービスは、事前申込制とさせて頂いております
※審査会場での新規お申込、追加・変更、サービス料金のお支払等はお受け致し兼ねます

応募対象の開梱・展示、審査会後の再梱包は応募者様が行います。

応募対象の審査会場への搬入、開梱・展示、再梱包・搬出まですべて弊社が行います。
応募者様は会場までお越しになる必要がございません。
搬入時に発行される「設置確認証」については事務局様より弊社にて受領・お預りいたします。

お届けプラン

おまかせプラン
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［手順3］ お申込
 巻末の専用お申込み用紙に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてお申込みください。

①2019年7月9日（火）までにFAXまたはメールにてお申込み用紙を送信してください。
②お申込用紙を受取後、弊社より見積書・発注書・請求書等を送付いたします。
③2019年7月24（水）までにサービス料金をお振込みにてお支払いください。
　※お振込手数料は、応募者様のご負担とさせて頂きます。

［手順4］ 応募対象の送付
 下記受付期間内に、応募対象を下記の指定場所まで送付してください。
 ※弊社指定送付先までの送料は、応募者様のご負担とさせて頂きます。

［二次審査会応募対象送付受付期間］

2019年7月17日（水）・18日（木）・19日（金）・22日（月）  ※必着
［二次審査会応募対象送付先・お問合せ先］
〒135-0062  東京都江東区東雲2-2-3

係」賞ンイザデドッグ「  店支展募公品術美京東  社会式株ンパャジスクィテスジロルバーログトマヤ
TEL：03-3527-6683（平日10:00 ～ 17:00）  FAX：03-6858-7600  Eメール：ylc_gda@y-logi.com

 搬入出代行サービス料金
 サービス料金は、1申込あたりの搬入出プランとお申込サイズで決めさせて頂きます。

二次審査会搬入出料金表　（１申込あたりの税込料金）
［搬入及び搬出＋空箱保管料＋返送料］　※消費税等は別途申し受けます

※弊社までの発送料は含まれておりませんのでご注意ください。

※おまかせプランで開梱及び再梱包作業時に器材が必要な梱包材（木枠・木箱等）の取扱い、
　又は展示及び撤去にあたり応募対象の組立及び解体作業が伴う場合、別途料金をご請求させて頂きます。

※専用工具が必要な場合は、必ず工具を同梱してください。
※組立手順書、及び完成写真を必ず事前に弊社まで提出してください。

 応募対象返却及び補償
・応募対象の返送は、搬出後1～ 2週間を目安に、順次発送を行います。
・応募対象は、弊社より発送払いにて応募者様へご返送いたします。 ※沖縄を含む離島への返送は別途費用請求となります。

《補償・特記事項》
※弊社管理中に応募対象に万一損害が発生した場合、修復を前提として補償をさせて頂きます。
※お申込１口あたりの補償額の上限は30万円までとさせて頂きます。
※補償適用期間は、弊社に応募対象が到着した時点から、審査会が終了し、応募対象が応募者様へご返却された時点までの間、と
させて頂きます。但し、弊社宛に発送された応募対象の破損が、弊社到着時に確認された場合には、応募者様が手配された輸送業
者の保険にてご対応とさせて頂きます。

※申込詳細書に記載無き応募対象は、上記補償の対象外とさせて頂きます。応募者様による搬入時の展示アイテムの追加、又、搬出
時に展示アイテム等を直接搬出される場合は、その旨を弊社にご連絡ください。ご連絡いただけなかった場合、弊社では、応募対
象についていかなる補償も致し兼ねますのであらかじめご了承ください。

※お届けプラン、おまかせプランともに、搬入/搬出のお申込及びサービス料金とさせて頂きます。
※お届けプランの返送について、外装に異常が見られない場合の補償は対象外とさせて頂きますので、撤去時の再梱包は厳重に行ってください。

￥8,900
 ￥15,900 
 ￥23,900
 ￥13,400

￥21,500
￥31,300

 別途お見積り
別途お見積り

⑤ おまかせプラン×Ｍサイズ
⑥ おまかせプラン×Lサイズ
⑦ 260サイズ以上
⑧ 特殊開梱・組立作業

① お届けプラン×Ｓサイズ
② お届けプラン×Ｍサイズ
③ お届けプラン×Lサイズ
④ おまかせプラン×Ｓサイズ
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2019年度グッドデザイン賞　

二次審査会搬入出代行サービス  申込書 

応募対象送付先・問合せ先

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社 東京美術品公募展支店　「グッドデザイン賞」係
〒135-0062  東京都江東区東雲2-2-3
TEL：03-3527-6683（平日10:00 ～ 17:00）　FAX：03-6858-7600　 Eメール：ylc_gda@y-logi.com 

部署名

部署名

住所

住所

電話番号 ご担当者
携帯番号

FAX メールアドレス

電話番号 FAX

※応募者が個人以外の場合は、必ずご記入ください。

※応募者が個人以外の場合は、必ずご記入ください。

応募者様

申込期限：2019年7月9日（火）
※別紙、二次審査会搬入出代行サービス申込詳細書と合わせ、FAXまたはメールにてお申込みください。
　内容確認後、見積書・発注書・請求書等を送付いたします。
※サービス料のお支払期限は2019年7月24日（水）までとなりますので、事前にご確認ください。

応募対象返送先　※上記応募者と異なる場合はご記入ください。※沖縄を含む離島への返送は別途費用を請求させて頂きます。

法人名・企業名

フリガナ

法人名・企業名

フリガナ

ご担当者名

フリガナ

ご担当者名

フリガナ

〒

〒
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2019年度グッドデザイン賞　

二次審査会搬入出代行サービス  申込書 

応募対象送付先・問合せ先

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社 東京美術品公募展支店　「グッドデザイン賞」係
〒135-0062  東京都江東区東雲2-2-3
TEL：03-3527-6683（平日10:00 ～ 17:00）　FAX：03-6858-7600　 Eメール：ylc_gda@y-logi.com 

部署名

部署名

住所

住所

電話番号 ご担当者
携帯番号

FAX メールアドレス

電話番号 FAX

※応募者が個人以外の場合は、必ずご記入ください。

※応募者が個人以外の場合は、必ずご記入ください。

応募者様

申込期限：2019年7月9日（火）
※別紙、二次審査会搬入出代行サービス申込詳細書と合わせ、FAXまたはメールにてお申込みください。
　内容確認後、見積書・発注書・請求書等を送付いたします。
※サービス料のお支払期限は2019年7月24日（水）までとなりますので、事前にご確認ください。

応募対象返送先　※上記応募者と異なる場合はご記入ください。※沖縄を含む離島への返送は別途費用を請求させて頂きます。

法人名・企業名

フリガナ

法人名・企業名

フリガナ

ご担当者名

フリガナ

ご担当者名

フリガナ

〒

〒

搬入出代行サービス申込書　記入例

クロネコ運送株式会社

黒猫 太郎

商品デザイン部

 0 0 0 - 0 0 0 0 東京都江東区東雲 0 - 0 - 0

a b c d@ e f g . c o . j p

0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0

0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0

0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0

クロネコウンソウ

クロネコ　タロウ
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［グッドデザイン賞についてのお問い合わせ先］
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

〒107-6205 東京都港区赤坂9-7-1  ミッドタウン･タワー5F  URL  www.g-mark.org
E-mail long@g-mark.org


