
審査対象数は前年⽐1,000件以上増加と過去最多を記録

2021年度グッドデザイン賞発表

ロングライフデザイン賞も決定 WEBサイトで⼀挙公開！！

報道関係者各位 2021年10⽉20⽇
公益財団法⼈⽇本デザイン振興会

公益財団法⼈⽇本デザイン振興会(会⻑：川上元美、所在地：東京都港区)は、主催事業であるグッ
ドデザイン賞の2021年度受賞結果を10⽉20⽇(⽔)に発表しました。全受賞デザインをグッドデザイ
ン賞のWEBサイト（www.g-mark.org）にて閲覧いただけます。

■過去最多の1,608件の「グッドデザイン賞」受賞が決定
前年より1,000件以上増加し、過去最多となった5,835件の審査対象の中から、国内外のデザイナー
や建築家、専⾨家など88⼈の審査委員による厳正な⼀次・⼆次審査を経て、過去最多の1,608件の
「グッドデザイン賞」受賞が決定しました。
また、⻑年にわたって⼈々から⽀持され続けてきた商品などのデザインに贈られる「グッドデザイ
ン・ロングライフデザイン賞」受賞22件も発表しました。

2021年度グッドデザイン賞受賞結果 ( )内は前年からの増減
受賞件数：1,608件(+213) 受賞企業数：1,101社(+127) 審査対象数：5,835件(+1,066)

2021年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞受賞結果
受賞件数：22件 受賞企業数：27社 審査対象数：120件

グッドデザイン賞受賞対象には、独⾃性、提案性、審美性、完成度などの⾯において、特に優れており、これか
らの時代のモデルとなるデザインとして位置付けられる「グッドデザイン・ベスト100」の100件と、さらにそ
の中から選ばれた特別賞として「グッドデザイン⾦賞」20件と「グッドフォーカス賞」12件の計32件が含まれ
ています。（別紙参照）
2021年度ファイナリスト（⼤賞候補）／全5件 ※「グッドデザイン⾦賞」より選出
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今年度を代表する「グッドデザイン⼤賞」 は、11⽉2⽇(⽕)に、
最終プレゼンテーション審査を実施し決定します。

本件への報道関係者のお問い合わせ：⽇本デザイン振興会グッドデザイン賞事務局
Tel：03-6743-3777 E-mail：info@help.g-mark.org

今年度のファイナリストは、⾼度なデジタル・テクノロジーを駆使した候補作を中⼼に、個⼈や企業
が抱く現状への危機感や望ましい将来への希求といった強い思いを背景に⽣み出されたデザインが出
そろいました。



プロダクトデザイナー

有限会社ザートデザイン 取締役社長
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審査委員長：安次富 隆

審査副委員長：齋藤 精一

【審査委員⻑・副委員⻑コメント(グッドデザイン賞HP(https://www.g-mark.org/activity/2021/message.html )より抜粋)】

齋藤 精⼀ 審査副委員⻑
審査を振り返ると、⼤きな傾向として「デザインの⾃分ごと化」が認められる
ように感じました。希求という⾔葉に込められた、これから時間をかけてでも
⽬指すべき望ましい社会の⽅向性と、交動に込められた、そこへ向かってアク
ションを起こしていく意志が、まさにさまざまなデザインを通して強く表れて
きたように思います。
そのことはデザインというものが、現状を分析して創造を⾏うだけでなく、個
⼈や団体、企業などがあるべき社会像を描いて、⾃らその実現へとけん引して
いく役割を担いつつあることを⽰しています。それらが紡がれてうねりとして
の交動になっていくのだろう、私⾃⾝もそう強く確信できました。

安次富 隆 審査委員⻑
今年度のグッドデザイン賞のテーマは「希求と交動」です。いまほど、⼈や社
会、⾃然が希（こいねが）う気持ち（希求）を交感させながら、新しい未来を
つくるために共に動くこと（交動）が求められている状況はないと思います。
そして今回の審査を通じて、そのような思いに⽀えられ、交動を実践している
ことがうかがえるデザインに数多く出会うことができました。
よいデザインには、社会を構成するさまざまな要素間のアウトカムを拡張し、
増幅させ、増強することで、世界の在り⽅と⼈々の気持ちを前進させる⼒があ
ると、今回の受賞デザインから読み解くことができるのではないでしょうか。

参考／グッドデザイン賞について
グッドデザイン賞は1957年に創設された「グッドデザイン商品選定制度」を継承する、⽇本を代表するデザイ
ンの評価とプロモーションの取り組みです。
グッドデザイン賞の特徴は、対象とするデザインの領域が製品、建築、ソフトウェア、システム、サービス、
⼈による活動など、広範に及ぶことです。これは、私たちの暮らしを構成するさまざまなものごとは、それぞ
れに⽬的や作り⼿の思いをベースにしながら、⽬標の達成や課題の解決に向けてデザインされた結果である、
という考えに基づいています。グッドデザイン賞はそのような考え⽅のもと、これまで60年以上にわたって、
デザインの可能性を切り開き、デザインが⽣かされる領域を広げてきました。

本⽇の発表内容に関する詳細情報・ビジュアルなどのデータについて

本⽇発表の2021年度グッドデザイン賞受賞対象に関する詳しい情報は、グッドデザイン賞のホームページ
（www.g-mark.org）で閲覧ができます。

＜都道府県ごとの受賞対象の検索⽅法＞
グッドデザイン賞ホームページ／トップ→「受賞対象⼀覧」→「詳細検索を表⽰」
→「受賞年度」2021年度から2021年度までに設定→「国／地域」⽇本を選択
→ 「所在地」任意の都道府県名を選択

＜報道関係者限定：各種ダウンロードサービス＞
以下の資料を右のURLに格納予定
①10⽉20⽇(⽔) 16:00 メド

■「2021年度グッドデザイン賞」
- 受賞記者発表会式次第 -全受賞対象リスト
- 受賞記者発表会スライド資料 -ベスト100リスト
- 受賞記者発表会オフィシャルスチール -「GOOD DESIGN EXHIBITION 2021」紹介動画

■「2021年度グッドデザイン賞・ロングライフデザイン賞」リスト
②10⽉21⽇(⽊)10:00メド
「2021年度グッドデザイン賞」受賞記者発表会⾒逃し配信⽤YouTubeURL

＜資料格納先 URL＞※①②共通
https://dentsupr.jp/gda1020data

パスワード: gda1020

参考／グッドデザイン・ロングライフデザイン賞について
⻑年にわたってユーザーから親しまれ、⽀持されている商品・建築・コンテンツ・サービスなどに贈られる賞
です。スクラップ・アンド・ビルドが多い⽇本において、時代や流⾏の変化によらず、これまでも、これから
先も⻑く⼈々に愛されると考えられるデザインと、そのつくり⼿を顕彰します。これまでに数多くのグッドデ
ザインの銘品やスタンダード・デザインが、この賞に選ばれています。

https://dentsupr.jp/gda1020data


2021年度グッドデザイン⾦賞（経済産業⼤⾂賞／全20件）
対象：本年度全受賞デザインの中で、総合的に特に優れたデザイン
*ハイライトされた5件はファイナリスト（⼤賞候補）に選出されたデザイン

l 移動型X線透視撮影装置[FUJIFILM DR CALNEO CROSS] 富⼠フイルム株式会社(東京都)

l ⼩さくても地域の備えとなる災害⽀援住宅[神⽔公衆浴場] 株式会社ワークヴィジョンズ(東京都)、
株式会社⿊岩構造設計事ム所(熊本県)、⽵味佑⼈建築設計室(東京都)

l 3D都市モデル[PLATEAU[プラトー]] 国⼟交通省都市局 都市政策課(東京都)

l 遠隔就労・来店が可能な分⾝ロボットカフェ[遠隔勤務来店が可能な「分⾝ロボットカフェDAWN ver.β」
と分⾝ロボットOriHime] 株式会社オリィ研究所(東京都)

l Operations [The best sustainability-oriented organizational adaptation to climate change]
Hair O'right International Corporation (Taiwan)

l 使い捨て⻑袖プラスチックガウン[easy脱着ガウン] 株式会社ミヤゲン(福井県)

l Stroller [POCKIT GO] Goodbaby Child Products  Co., Ltd (China)

l コンソールゲーム機[プレイステーション®5] ソニー・インタラクティブエンタテインメント(United 
States of America)

l モジュール式ソファ[マジスコスチューム] Magis Japan株式会社(東京都)

l コンバートEV[OZ MOTORS EV CONVERSION] オズモーターズ(神奈川県)

l 雪上⾞[NAVi（開発コード）] 株式会社⼤原鉄⼯所(新潟県)

l 活動⽀援モビリティ[クーポ] スズキ株式会社(静岡県)

l 幹線輸送シェアリングスキーム[社会課題を解決するNLJ幹線輸送シェアリングスキーム]
NEXT Logistics Japan株式会社(東京都)

l 都市におけるセンターオフィスの再定義[THE CAMPUS] コクヨ株式会社(⼤阪府)

l ⾼級ヴィラリゾート施設[伝泊 The Beachfront MIJORA] 奄美イノベーション株式会社(⿅児島県)

l まちづくり[ジョンソンタウン] 株式会社磯野商会(東京都)、渡辺治建築都市設計事務所(神奈川県)

l 会員制捜索ヘリサービス[ココヘリ] オーセンティックジャパン株式会社(福岡県)

l 循環型地域未来創造事業[浅間北麓の地域資源の価値化とキャンプ場等の場づくりを軸にした循環型地域未
来創造事業] 有限会社きたもっく(群⾺県)

l Regional Activity[Taitung Slow Food Festival] Co-create Planning & Design Consultancy(Taiwan)

l Education kit for Migrants [Book & Host Project for Migrants] One-Forty(Taiwan)



2021年度グッドフォーカス賞（全12件）

グッドフォーカス賞 [新ビジネスデザイン]
（経済産業省 ⼤⾂官房 商務・サービス審議官賞／3件）
対象：新たなビジネスモデルや新産業の創出、イノベーションの促進に寄与する優れたデザイン

グッドフォーカス賞 [技術・伝承デザイン]（中⼩企業庁⻑官賞／3件）
対象：国内中⼩企業の⾼度な技術や技能によって実現された、特に優れたデザインの製品

グッドフォーカス賞 ［地域社会デザイン］ （⽇本商⼯会議所会頭賞／3件）
対象：地域社会の持続的発展や経済の活性化に特に寄与するデザイン

グッドフォーカス賞 ［防災・復興デザイン］（⽇本デザイン振興会会⻑賞／3件）
対象：⾃然災害への防備または⾃然災害による被害からの復興に寄与するデザイン

l ⾳声ARアプリ[Locatone] ソニー株式会社(東京都)、ソニーグループ株式会社(東京都)、

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ(東京都)

l コーヒー⽣⾖オンラインプラットフォーム[TYPICA] TYPICA株式会社(⼤阪府)

l 保育施設[スマート保育園®] ユニファ株式会社(東京都)

l ぬかみそ桶[ぬか櫃] 有限会社樽冨かまた(秋⽥県)

l ⼿で切れる緩衝材[スパスパ] 川上産業株式会社(東京都)

l ミラーレスカメラ⽤レンズ[SIGMA Iシリーズ] 株式会社シグマ(神奈川県)

l ⻑距離列⾞[WEST EXPRESS 銀河] ⻄⽇本旅客鉄道株式会社(⼤阪府)

l ホテル[Luxury hotel SOWAKA] 株式会社畑中(京都府)、株式会社⿂⾕繁礼建築研究所(京都府)

l 幼稚園[⼩郡幼稚園] 学校法⼈⽚⼭学園(⼭⼝県)、有限会社無有建築⼯房(⼤阪府)、

株式会社安成⼯務店(⼭⼝県)、岡﨑⽊材⼯業株式会社(⼭⼝県)

l 壁⾯収納式担架[ラピッドレスキュー] 株式会社久⽶設計(東京都)、株式会社ユニオン(⼤阪府)

l 公共施設[⾼⽥松原津波復興祈念公園 国営追悼・祈念施設] 株式会社プレック研究所(東京都)、

株式会社内藤廣建築設計事務所(東京都)

l 防災意識向上、災害対策のための取り組み[コメリ災害対策センター] 株式会社コメリ(新潟県)


