
グッドデザイン賞ウェブサイト  www.g-mark.org

Gマーク使用申込方法

「Gマーク」を使用するには、必ずお申し込みが必要です
 いつでも、どこでも、お申し込みはエントリーサイトから

トップページ 「受賞後の活動」

エントリーサイトにログイン

「Gマーク使用申込」から申込み手続き

使用料お支払い／使用承諾書発行

この方法で新規・継続使用ともにお申し込みができます。Gマーク使用を希望する受賞対象1点ごとに行って
ください。一度のお申込みで「Gマーク」が1年間使用可能です。使用開始日は任意に設定でき、使用申込日とは
別にすることができます。なお、Gマークの使用に際しては、使用ガイドラインと使用要領を必ずご確認ください。

お申込みできる方
 A. 受賞者（連名の場合は、いずれかの受賞者が申込み、承諾すれば他の受賞者も使用可能です）
 B. 受賞者の他部署や事業所など
 C. 受賞対象を扱う広告代理店や販売会社など（受賞者による承諾書の提出が必要です）

※B・Cに該当する方で、エントリーサイトにアカウントをお持ちでない場合は、Gマーク使用申込用のアカウント
　を取得して、お申し込みいただけます。

Gマーク使用・グッドデザイン賞に関するお問合せ

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5階  

E-mail info@g-mark.org URL www.g-mark.orgTEL 03-6743-3777

Gマーク使用無料キャンペーン
2016年9月29日［木］ – 11月3日［木・祝］



受賞からはじまる
「Gマーク」コミュニケーション。

6 0年の歴史を持つ「よいデザインの証」が
あなたのグッドデザインを応援します。

プレスリリースで！
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受賞発表から受賞展までの約1ヶ月
間の「Gマーク使用無料キャンペーン
期間［9/29－11/3］」を活用して、受賞
企業様独自のプレスリリースや自社
ウェブサイトのニュースリリースなど
を配信すると広報効果が高まります。

受賞展で！
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10/2 8 –  11/ 3に東京・六本木「東京
ミッドタウン」と「渋谷ヒカリエ」にて、
全受賞デザインを一堂に集め開催
される2016年度グッドデザイン賞受
賞展「GOOD DESIGN EXHIBITION 
2016」。ベスト100を受賞したデザイ
ナーズによるプレゼンテーションや
ワークショップなどの体験イベントな
ども併せて実施。広く一般の方に最新
のグッドデザインを紹介するこの機会
に貴社のデザインマインドを提示して
ください。受賞者の皆様には、DM、招
待券、ポスターのセットを配布します。

審査委員の
評価コメントで！
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全ての受賞対象に審査委員の評価
コメントが付与されます。改変をしな
ければ転載が可能ですので、受賞
対象の「どこがグッドだと評価され
たのか」を広く広報することができます。
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主催者の公式発表にタイミングを
合わせて、SNSの企業アカウントや
個人アカウントから、独自の受賞発表
を行う受賞者の方が増えています。

SNSで！
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高い国内認知率のグッドデザイン賞
受賞の証「Gマーク」。1年ごとのお申し
込みで、さまざまな媒体で使用が可能
です。受賞年度のみ申込可能な4年
一括申込割引や中小企業割引など、
各種割引やサービスも設けています。

グッドデザイン  
Biz EXPOで！

10

2017/3/8 – 3/10に、日本経済新聞社
主催の日経メッセ「街づくり・店づくり
総合展」の特別企画として、グッドデザ
イン賞受賞企業を紹介する見本市
「グッドデザイン Biz E XPO 2017」
が東京ビッグサイトにて初開催され
ます。幅広いビジネス来場者へのPRや
商談の機会としてご活用いただけます。

Gマーク使用で！
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日経新聞、朝日新聞、読売新聞の全
国紙朝刊にて、希望する受賞企業に
よる連合広告特集を実施しています。

新聞連合広告で！
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Gマーク使用料不要。記念品として
はもちろん、「表彰状複製」や「トロ
フィ」をショウルームに展示したり、
小ロットの製品に「Gマークラベル」を
直接貼付するなどGマークを販売促
進などに手軽にご活用いただけます。

受賞PRグッズで！
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日本国内初のグッドデザイン賞広報
拠点として東京・丸の内に昨年オープ
ンした「GOOD DESIGN Marunouchi」。
テーマ展示やトークイベント、ワーク
ショップなど、見て・聞いて・体験して
デザインを感じられる人気スポットです。

GOOD DESIGN
Marunouchiで！

受賞対象を紹介する際には、グッド
デザイン賞公式ウェブサイト「受賞
対象一覧」の個別対象ページをぜひ
ご活用ください。リンクフリーです。
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受賞対象
ウェブページで！



「Gマーク」を活用することで、受賞対象である商品などの認知率・ユーザー評価の向上だけでなく、受賞企業のイメージアップにも貢献します。

 「Gマーク」だからできる。

デザインに真 に取り組む企業として社会的信頼が高まります

一度のお申し込みで、1年間どんな媒体にもご活用いただけます
「Gマーク」の使用媒体に制限はありません。1度のお申し込みで自由に設定可能な使用開始日から1年間、国内・海外を問わず、あらゆる媒体
で展開が可能です。販売促進はもちろん、広報やインナーツールに至るまで、効果的にご活用いただけます。

受賞発表日から受賞展最終日まで、「Gマーク」使用無料キャンペーン期間を設けています。自社のプレスリリースや受賞発表などに
おいて、無料で「Gマーク」を活用した受賞プロモーションが可能で、かつ申込み手続きなしで「Gマーク」の効果をお確かめいただけます。

受賞年度内に4年分を一括お申し込みされると、1年分無料の25%割引となる「4年一括割引」ほか、中小企業割引や公的機関は無料※など、使用料
割引サービスを設けています。また、長く愛されるデザインを応援するため、受賞から5年目には半額、10年目には無料となります。受賞対象が販売
されている限り、申込み・使用開始日はいつでも任意で設定可能です。※使用料の詳細はP10をご確認いただくか事務局にお問い合わせください。

デザインを通じた企業と社会の
新しいコミュニケーション。

 Gマーク
  認知率※

79.0%
グッドデザイン賞

  認知率※

85.5%

受賞発表日から約1か月間は、無料で使用することができます

長く、もっと使いやすく。さまざまな割引サービスを設けています

WEB T VCM 交通広告屋外広告 新聞広告 雑誌広告 カタログ パンフレット

DM 店頭POP 展示会 看板/サイン プレゼン資料 社内報 名刺 etc

受賞企業のイメージ

「Gマーク」のイメージ
受賞発表 引き続き「Gマーク」を使用する場合は

エントリーサイトにてお申し込み
Gマーク使用無料キャンペーン

9月29日［水］ – 11月3日［木・祝］

センスが良い企業 61.3% 54.3% 30.7%ものづくりが上手な企業 時代をリードする先進的な企業

魅力的なかたちをしている 67.7% 56.2% 32.7%機能・性能が優れている 品質がよい

Gマーク使用ガイドライン P07 使用申込み手続き方法 裏表紙 使用・割引や減額措置の詳細 P10

※2014年12月 調査結果
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Gマーク活用事例
Gマークを効果的にプロモーションに活かしている受賞企業の事例をご紹介します。

受賞PRグッズ

商品パッケージ、店頭POPでの使用

競合商品が多いカテゴリーの中で使いやすさを効果的にアピール。

株式会社マーナ

受賞発表に合わせて配信。受賞商品を際立たせたプレスリリース。

バルミューダ株式会社

数点の受賞対象をまとめて紹介。企業のデザイン力をアピール。

パナソニック株式会社

展示会などでも効果的なインパクトでイメージ向上をはかる。

住友林業株式会社

公共空間でのプロモーション。幅広い消費者の印象に残る展開。

ミサワホーム株式会社

地元の受賞企業と表彰式を開催。地域のモチベーションアップに。

一般財団法人燕三条地場産業振興センター

ミニトロフィー［全受賞者対象］ 21,600円

深澤直人氏デザインのオリジナル「ミニトロフィー」です。
受賞年号の印字付きで、すべてのグッドデザイン賞受賞者にお使いいただけます。

サイズ： W55mm × D55mm × H90mm
素　材：アクリル
納　期：随時
受　付：受賞年度内（3月末まで）
送　料：1配送につき600円

ヨコ型（大）
ラベルのサイズ：W39mm × H17mm
1シート（A4サイズ）/ラベル数：52枚付

納　期：随時
受　付：随時
送　料：無料

納　期：約1か月
受　付：随時 ※建築以外の受賞者もご購入いただけます
送　料：1,500円
仕　様：18-8ステンレス（5mm厚）　ヘアライン仕上げ
　　　　マーク・文字の色＝黒（0.5mm厚エッチング仕上げ）
　　　　プレート背面に、建築物の壁面への取り付け可能なベース付

ヨコ型（小）
ラベルのサイズ：W25mm × H11mm
1シート（A4サイズ）/ラベル数：133枚付

「Gマーク」ラベル  各種1シート：1,080円（申込は10シートから受付）

Gマークのラベルシールです。受賞商品やパッケージ、カタログ等、小ロットの
ツールに。水に強く、破れにくい素材（ユポ）ですので、屋外使用にも耐えられます。

建築物や施設に取り付ける、ステンレス製のプレートです。建物などの壁面に
固着させて使用するためのもので、長期使用が可能です。（立て掛け使用不可）

タテ型（大）
ラベルのサイズ：W20mm × H31mm
1シート（A4サイズ）/ラベル数：：64枚付

タテ型（小）
ラベルのサイズ：W9mm × H14mm
1シート（A4サイズ）/ラベル数：240枚付

建築・施設用プレート

A. 受賞対象名を記載するタイプ
A-1：W165mm × H570mm　91,800円
A-2：W375mm × H300mm　91,800円

B. 受賞対象名を記載しないタイプ
B-1：W165mm × H367mm　70,200円
B-2：W375mm × H205mm　70,200円※写真はA-1タイプ

使用料不要で「Gマーク」をご活用いただけるグッズを販売しています。エントリーサイトからお申し込みください。（価格はすべて税込）
受賞PRグッズ申込書をグッドデザイン賞ウェブサイト（ ウェブトップページ ＞ 応募とGマーク使用 ＞ Gマークを使う ＞ PRグッズ ）からダウンロードしてお申し込みも可能です。

表彰状 5,400円 ／表彰状フレーム 10,800円

グッドデザイン賞の表彰状を複製・販売しています。
受賞関係者への贈り物、イベント・ショールームでの掲示などにご活用ください。

表彰状
サイズ：W262mm × H413mm
納　期：約1か月
受　付：受賞年度内（3月末まで）
送　料：1配送につき600円

表彰状用フレーム
サイズ：W284mm × H434mm × 厚さ19mm
重　さ：約760g
素　材：枠＝木製／正面＝アクリル板 
塗　装：金色（マット）
納　期：随時
受　付：随時
送　料：1配送につき600円

商品への直接印字、展示会での使用

プレスリリースでの使用 街頭プロモーションでの使用

カタログでの使用 地元表彰式の開催

※ 同じく深澤氏デザインの大賞・金賞・特別
　賞とベスト100専用トロフィーの複製販売
　も承ります。詳細はウェブサイト、または
　事務局までお問い合わせください。
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ヨコ型

タテ型



Gマーク使用ガイドライン

ロゴマーク

タイプＡからLまで、全てのタイプを正式なロゴマークとして使用できます。
各タイプに優先順位はなく、どれを使用するかは用途により選択してください。
「Ｇマーク」とロゴタイプの比率や位置関係は、掲載しているタイプのみを使用してください。
受賞者による「Ｇマーク」単独での使用は推奨しておりません。単独での使用を希望される場合は事務局までお問い合わせください。
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周囲の余白

他要素によって視認性が損なわれるのを防ぐために、余白を設けます。
下図の枠線エリアに別の要素を入れないでください。
a:b = 5:2 (aを100%とした場合、bは40%縮小)

c:d =4:1 (cを100%とした場合、dは25%縮小)

使用最小サイズ

視認性を保つため、下記のサイズより小さく使用することを禁止します。



2） Gマークの使用

グッドデザイン賞等の表彰状に受賞者として記載された者（以下「受賞者」）は、その受賞対象について、「Gマーク」を使用して広報活動や販売促進活動を展開する
ことができます。受賞者は、受賞対象ごとに、グッドデザイン賞ウェブサイトの専用ページを通じて、「Gマーク」の使用申込みを行います。グッドデザイン賞の受賞者
が複数である場合は、いずれかの受賞者が申し込みを行い、主催者からの承諾を受ければ、全ての受賞者が「Gマーク」を使用できます。また、受賞者の指示があれ
ば、広告代理店等も受賞者の代理者として「Ｇマーク」使用を申込むことができます。この場合は、受賞者の代理者であることを示す文書を添付してください。主催者
は、受賞者からの申込みを受けて「Gマーク使用承諾書」を送付します。「Gマーク」の使用期間は、主催者が発行する承諾書に記載された使用開始日から一年間と
します。期間を超えて継続使用する場合は、再び使用申込みを行います。なお、4年間の使用をまとめて申し込むこともできます。「Gマーク」使用の詳細については、
ウェブサイトの専用ページに記載します。また具体的な使用方法については、「Gマーク使用ガイドライン」に記載します。

4） 使用料の減額措置

主催者は、「Ｇマーク」の普及を促進するため、下記のような減額措置を設けます。受賞者が国、地方自治体などの行政機関、国または地方自治体から認可や認定
を受けた学校法人、医療法人、宗教法人、財団・社団法人、NPO法人等の公共機関・団体である場合は、Ｇマーク使用料を無料とします。ただし、行政機関と民間
事業者との共同出資により設立された法人（第三セクター）は除きます。受賞者が個人または中小企業である場合は、Ｇマーク使用料を50％割引とします。なお中小
企業の定義については、「中小企業基本法」に定められる定義に従います。ただし、大企業の子会社等「大企業の実質的な支配下にある中小企業」については、割引
措置を受けることはできません。受賞年度内に4年間分の使用を一括して申し込む場合のみ、4年分の使用料から25％割引とします。受賞後5年目以降の受賞対象の
Ｇマーク使用料は50％割引とします。受賞後10年目以降の受賞対象、およびロングライフデザイン賞受賞対象のＧマーク使用料は無料とします。

6）災害復興を支援する減免措置

2011年の東日本大震災からの復興を支援するため、岩手県・宮城県・福島県に本社（個人の場合は主たる所在地）を置くグッドデザイン賞受賞者および青森県・
秋田県・山形県・茨城県に本社（個人の場合は主たる所在地）を置く2015年度までのグッドデザイン賞受賞者については、2017年3月31日までに申し込まれた
1年間のＧマーク使用料を無料とします。

5） グッドデザイン・ジャパニーズファニチャーセレクションによる減免措置

日本の家具を積極的に国内外にプロモーションすることを目的としたグッドデザイン・ジャパニーズファニチャーセレクションに選出された対象については、2017
年3月31日までに申し込まれた1年間のGマーク使用料を無料とします。

7）受賞PR期間におけるGマークの無料使用

全ての受賞者は、その年度の受賞対象について受賞発表の日から1ヶ月間に限りＧマークを無料で使用することができます。 2016年度の受賞PR期間は、2016年9月
29日から11月3日までとします。また主催者は、上記期間以外にも、無料期間等を随時設定することがあります。

8）受賞対象の改善改良にともなうGマーク使用

受賞者は、性能改善等の仕様変更を行った受賞対象に関してＧマークの使用を希望する場合は、主催者宛に規定の変更届書類を提出します。主催者はその内容を
判断の上、Ｇマーク使用の可否を連絡します。

9）Gマークの不正使用

主催者は、受賞者が以下の様な不正な使用を行った場合は、「Ｇマーク」使用の取り消し、停止、あるいはグッドデザイン賞受賞の取り消しなどの措置をとることがあります。
受賞対象以外の対象に「Ｇマーク」を使用した場合
主催者の承諾を得ず無断で「Ｇマーク」を使用した場合
生活者の誤解をまねきやすい「Ｇマーク」の使用を行った場合

10）不正使用状況の報告

主催者はＧマークを使用している受賞者に対し、その使用状況についての報告を求めることがあります。

1） Gマークの定義

「Gマーク」は、「正円に内接する正四角形の一辺を8分割した基本形にグッドデザインの頭文字Gをレイアウトした
マーク」で、グッドデザイン賞事業の主催者である公益財団法人日本デザイン振興会（以下、主催者）が所有する商
標です。このマークは、1956年に亀倉雄策氏によってデザインされ、グッドデザイン賞制度が開始された1957年
から、その受賞対象であることを示す証として使われています。

Ｇマーク

白地を設けない場合推奨例

［Gマーク］
特色：PANTONE 186C
CMYK：C＝14%、M＝100%、Y＝100%、K＝0%、
RGB：R＝192%、G＝0%、B＝20%、

［ロゴタイプ］
特色：PANTONE Hexachrome Black C
CMYK：C＝0%、M＝0%、Y＝0%、K＝100%、
RGB：R＝0%、G＝0%、B＝0%、Gマーク ロゴタイプ

3） Gマークの使用料

「Gマーク」の使用料は、次のとおりとします。
原則として審査情報として記載された販売価格（オープンプライス
の場合は実勢価格）をもって上記区分を適用します。なお、販売価
格に幅がある場合は、その平均値を適用します。ただし、商品価格
が存在しないものについては総事業費を適用します。

使用料（税込）

216,000円

540,000円

1,080,000円

販売価格

50万円未満

50万円以上500万円未満

500万円以上

総事業費（販売価格が無い場合）

50万円未満

50万円以上500万円未満

500万円以上

指定上で設けた余白内に視認性を
著しく損なう要素を入れない。

同色のフチを付けて太らせない。 アウトラインで使用しない。 指定の色の濃度を変えない。

指定以外の位置関係に変えない。

ロゴタイプ以外の書体を使わない。

変形して使用しない。 マークとロゴタイプの比率を変えない。 指定色の混合をしない。

指定色以外の色を使わない。 指定上で設けた余白内に文字要素を入れない。 影を付けて表示しない。

ロゴマークのカラー表現の際は背景に白地を設ける
ことを推奨していますが、ロゴマークの視認性が損な
われない背景上であれば白地を設けずに使用すること
ができます。ただし、ロゴマークの輪郭が著しく損なわ
れる恐れがある背景上で使う場合、視認性を保つため
に必ず白地を設けてください。

モノクロ表現カラー表現 ネガ表現

色について

使用禁止例

背景について

カラー表現の際には背景に白地を設けることを推奨
しています。カラー表現以外にモノクロ表現（CMYK：
K=100%）およびネガ表現（反転）をすることが可能です。
ネガ表現の場合、背景色は黒以外でも可能です。また
例外として、大賞および金賞を受賞した作品は金色
（箔押し含む）を使用することが可能です。

Gマーク使用要領 この要領は、グッドデザイン賞の受賞者が「Ｇマーク」を使用するにあたり必要とされる事項を定めたものです。
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