
財団法人日本産業デザイン振興会
2008年 7月 18日

「グッドデザインエキスポ 2008」 を 8 月 22 日より開催
・ グッドデザイン賞の最新審査対象デザインが東京ビッグサイトに集結

・ 展示、 トーク、 ワークショップなどデザインを多彩に楽しむ充実のプログラム

総合デザインプロモーション機関の日本産業デザイン振興会 （JIDPO/ 東京都港区） は、 デザインイベ

ント 「グッドデザインエキスポ 2008」 を、8 月 22 日から 24 日までの期間、東京ビッグサイトで開催します。

「グッドデザインエキスポ 2008」 は、 グッドデザイン賞 （G マーク） の最新の審査対象デザインをはじめ、

各分野で日本を代表する企業によるデザイン活動や、 全国のデザイン系大学の学生作品など、 デザイ

ンをテーマにしたさまざまな展示と、 グッドデザイン賞の公開審査会やデザイナ−のトークショーなどで構

成される、 アジア最大規模のデザインイベントです。

　　　■グッドデザインエキスポ 2008 の特徴

　　　  ・ 2008 年度グッドデザイン賞の審査対象デザイン 2,000 点以上が東京ビッグサイトに集結　　　

　　　  ・ エコバッグから巨大な建設用機械まで、 あらゆるジャンルのデザインに巡り会える

　　　  ・ デザインの力で未来を拓く企業や学校のブース出展 「デザインコミュニケーション」

　　　  ・ グッドデザイン賞の公開審査や、 デザイナーズトークなどユニークなステージプログラム

名称　　 グッドデザインエキスポ 2008 （GOOD DESIGN EXPO 2008）

会期　　 2008 年 8 月 22 日 （金）〜24 日 （日）

　　　　　 18 時〜21 時 （8/22）、 10 時〜21 時 （8/23）、 10 時〜16 時 （8/24）

会場　　 東京ビッグサイト　 東展示棟 5〜6 ホール

入場料　1,000 円 （中学生以下無料）

主催　　 財団法人日本産業デザイン振興会

後援　　 経済産業省、 東京都、 日本貿易振興機構、 日本商工会議所、

　　　　　 日本放送協会、 日本経済新聞社、 日本アセアンセンター、

　　　　　 ICSID、 ICOGRADA、 JKA

主な企画　 2008 年度グッドデザイン賞二次審査対象デザインの展示

　　　　　　　 デザインコミュニケーション （企業 ・ 学校のブース出展）

                特設ステージ （グッドデザイン賞公開審査、 デザイナーズトーク、

　　　　　　　 出展者プレゼンテーション）

                デザインショップ ・ カフェエリア　　他

出展対象者　　国内外の企業、 団体、 教育機関など約 1,200 社

来場者数見込み　　約 45,000 人 （昨年度実績約 37,000 人）

アートディレクション　永井一史

スペースクリエイティブディレクション　谷川淳司 （株式会社 JTQ）

グッドデザインエキスポ 2008 メインビジュアル

　  　  （アートディレクション ： 永井一史）

  



「グッドデザインエキスポ 2008」のおもな企画 

 

■審査対象デザイン出展 

2008 年度グッドデザイン賞二次審査対象を

以下の 4領域ごとに出展します。 

○身体・生活領域（生活雑貨、スポーツ関

係、家事・調理器具、家具インテリアなど） 

○産業・社会領域（オフィス機器、医療福祉

機器、公共的な製品や施設など） 

○移動・ネットワーク領域（モバイル機器、

パソコン、AV 機器、自動車、各種メディア） 

○新領域（先端技術をデザインに導入した

事例、新しいものづくりの実現など） 
                                     会場内メインストリートイメージ 
                                                 （スペースクリエイティブディレクション：谷川淳司） 

■「デザインコミュニケーション」 

企業や団体が手がける最先端のデザイン、全国のデザイン系大学の学生による提

案作品などを出展。出展企業デザイナ－と学生によるステージプレゼンテーションも行

われます。 

企業（団体）出展： 

株式会社ウィルコム、株式会社コスモスイニシア、コニカミノルタテクノロジーセンター

株式会社、株式会社東芝、トヨタ自動車株式会社、財団法人新潟県県央地域地場産

業振興センター、株式会社ニコン、株式会社日本航空インターナショナル、ノキア・ジ

ャパン株式会社、日之出水道機器株式会社、株式会社本田技術研究所、三井不動

産レジデンシャル株式会社、60VISION/ドローイングアンドマニュアル有限会社 

学校出展： 

大阪芸術大学、京都工芸繊維大学、京都精華大学、多摩美術大学、東北芸術工科

大学、千葉大学、千葉工業大学、武蔵野美術大学 

 

■ステージプログラム 

8 月 22 日~24日の会期中に、グッドデザイン賞ステージ公開審査会、デザイナ－ズト

ーク、デザインコミュニケーション出展企業・学校によるステージプレゼンテーションな

ど多彩なプログラムを開催予定。 

 

-グッドデザイン賞公開審査 

グッドデザイン賞応募作品のデザイナ－によるプレゼンテーションと、審査委員のリア



クションがステージで繰り広げられる公開審査。

デザイナ－の視点と審査委員の視点がダイレ

クトに伝わる、グッドデザインエキスポの人気

プログラムです。 

 

- オ ープニングラ イブ （ 8 月 22 日 ） 、  

TENORI-ON ライブ（23 日） 

8 月 22 日にはデザイナーズ・ボサノバ「Pipette」によるステージを、翌 23 日には革新

的な楽器として注目される TENORI-ON のステージパフォーマンスをお届けします。 

 

■ キッズデザインワークショップ 
子どもにこそ、デザインのチカラと可能性を伝えたい。さまざまなテーマで愉しくデザイ

ンを体感できるキッズデザインワークショップを会場で実施します。 

 

■注目のアジアンデザイン、タイ「デザインエクセレンスアワード」 

近年デザイン力の躍進がめざましいタイから、新たに創設された首相デザイン賞「デ

ザインエクセレンスアワード」受賞の家具やインテリアプロダクツが会場に特別出展さ

れます。 

 

■Amazon.co.jp でお気に入りの出展デザインを入手 

最新のグッドデザイン賞審査対象をいち早く購入できるオンラインショップを

Amazon.co.jp にオープン（8月 1日開設予定）。グッドデザインエキスポ2008に出展さ

れる商品を、グッドデザイン賞のウェブサイトおよび携帯電話専用サイトから検索して

購入することができます。 

 

 

 

「グッドデザインエキスポ 2008」の出展内容、ステージプログラムなどの最新情報は、

下記のウェブサイトで順次紹介いたします。なお会場に出展されるデザインは 8 月 1

日より公開を開始する予定です。 

http://www. g-mark.org/expo/ 
 

さらに、グッドデザイン賞の携帯電話専用サイトでは、8月上旬から出展デザインの人

気投票や検索サービスを開始するほか、グッドデザインエキスポ 2008 会期中には会

場での出展商品のオンラインショッピングにも対応します。 

携帯電話専用サイト  http://g-mark.mobi  
 

 



＜参考資料＞ 

 

永井 一史  Kazufumi Nagai ／ クリエイティブディレクター 

株式会社HAKUHODO DESIGN 代表取締役社長 

1985 年多摩美術大学美術学部デザイン学科卒業。同年、株式会社博報堂入社。

2003 年 5 月、株式会社 HAKUHODO DESIGN を設立、代表取締役社長に就任。 

日経広告賞グランプリ、クリエイター・オブ・ザ・イヤー、ADC 賞グランプリ、2007 毎日

デザイン賞、その他受賞多数。ADC 会員、JAGDA 会員。2008 年度グッドデザイン賞

審査委員。 

 

 

 

 

 

 

 

谷川 淳司  Junji Tanigawa ／ スペースコンポーザー 

2002年に空間クリエイティブカンパニー[JTQ]を設立。 

「空間をメディアにしたメッセージ伝達」をテーマに空間インスタレーション・エキシビジ

ョン・展覧会・商業施設など商空間全域で空間デザインと空間演出を多角的視点で総

合プロデュース。テーマ性の高いメッセージ空間作品を発表している。 

DDA大賞受賞、奨励賞受賞、他入賞多数。 

2008年度受賞： 

＜JAPAN BRAND EXHIBITION in TDW＞ 

・ディスプレイデザイン優秀賞 

・ディスプレイ産業奨励賞  

＜TDW2007 Container Ground / Globe- Trotter×Wallpaper* ＞ 

・ディスプレイデザイン奨励賞 受賞 

 


