
Tokyo Midtown Design Hub 93rd Exhibition

Tokyo Midtown Design Hub/入場無料/要事前登録

*10/20 のみ16：00 開場 /入場は閉館 30 分前まで



シャープペンシル | 鉛筆シャープ／
シャープ替芯

文具 | エクス ノートブック | まほらノート ウフ　マルチフィット３、リネイチャー
多用途接着剤

積み木 | tumi-isi HOTO Cordless Glue Gun

その他 BEST100 受賞作品

交通安全アドバイスロボ　Ropot ネッククーラー | コモドギア i2 スマートキッズベルト AROMASE - 5α Juniper Scalp 
Purifying Liquid Shampoo

櫛 | あいくし カミソリ | 紙カミソリ™

移動型X線透視撮影装置 | 
FUJIFILM DR CALNEO CROSS

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

3D都市モデル | PLATEAU[プラトー]  「分身ロボットカフェDAWN ver.β」と
分身ロボットOriHime

The best sustainability-oriented organi-
zational adaptation to climate change

使い捨て長袖プラスチックガウン | 
easy脱着ガウン

Stroller | POCKIT GO コンソールゲーム機 | 
プレイステーション®5

モジュール式ソファ | 
マジス コスチューム

コンバートEV | OZ MOTORS 
EV CONVERSION

雪上車 | ）ドーコ発開（iVAN 

活動支援モビリティ | クーポ 社会課題を解決する
NLJ幹線輸送シェアリングスキーム

都市におけるセンターオフィスの再定
義 | THE CAMPUS

高級ヴィラリゾート施設 | 
伝泊 The Beachfront MIJORA

まちづくり | ジョンソンタウン 会員制捜索ヘリサービス | ココヘリ

地域資源の価値化と場づくりを軸にし
た循環型地域未来創造事業

Regional Activity | Taitung Slow 
Food Festival

Book & Host Project for Migrants

音声ARアプリ | Locatone コーヒー生豆オンラインプラットフォー
ム | TYPICA

保育施設 | スマート保育園® ぬかみそ桶 | ぬか櫃 手で切れる緩衝材 | スパスパ ミラーレスカメラ用レンズ | 
SIGMA Iシリーズ

長距離列車 | WEST EXPRESS 銀河 ホテル | Luxury hotel SOWAKA 幼稚園 | 小郡幼稚園 壁面収納式担架 | ラピッドレスキュー 高田松原津波復興祈念公園　
国営 追悼・祈念施設

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

グッドデザイン・ベスト100は、本年度の全受賞1,608件の中から、今年のグッドデザイン賞のテーマ「希求と交動」
の視点で、特に高い評価を得た100件です。この100件の中から「ベスト100プレゼンテーション審査」を経て、
大賞候補（ファイナリスト）、金賞、グッドフォーカス賞が決定しました。さらに、一般からの投票、受賞者、
審査委員の投票により、11月 2日に開催する大賞選出会においてグッドデザイン大賞が決定し、発表されます。



TG Tableware Series 延長コード・クロスタイプ／延長コード・
ストレート／延長コード・防雨タイプ

SONAENO　クッション型多機能寝袋 Panasonic 炊飯器 SR-UNX101 Panasonic 重量検知プレート　
NY-PZE1/NY-PZE1B1

ミラーレスカメラ | EOS R3

集合住宅 | プラウド神田駿河台 リノベーションによる多世代居住の場
づくり | リエットガーデン三鷹

社員寮 | RESIDENCE FUJIMI 定期借地権付き分譲注文住宅 | 
風花山本

オフィス | ROPPONGI TERRACE オフィスビル | REVZO虎ノ門

複合商業施設 | WITH HARAJUKU 商店街 | ボーナストラック ホテル | GALLERIA MIDOBARU（ガ
レリア御堂原）

梅光学院大学　The Learning Station 
CROSSLIGHT

アーティゾン美術館 サインシステム | コロナワクチン接種
ウェイファインディングシステム

公園 | 木伏 - water neighborhood - 
 【盛岡市木伏緑地】

アイスクリーム | とけにくいアイス　
ゆったりバニラ

雑誌 | 広告 Vol.415 特集：流通 心肺蘇生訓練キット | 
CPRトレーニングボトル

ピクトグラムシステム | 
EXPERIENCE JAPAN PICTOGRAMS

ウェブサービス | toolbox

デジタルカメラ | FUJIFILM GFX100S 
/ GFX50sⅡ

映像制作用カメラ商品群 | Cinema 
Line VENICE/FX9/FX6/FX3

12K panoramic camera | Kandao 
Obsidian Pro

スマートフォン | Xperia PRO 測色機 | SD-10 デジタルX線画像診断装置 | 
FUJIFILM DR CALNEO Flow

放射線治療計画支援ソフトウェア | 
SYNAPSE Radiotherapy

細胞凍結保存バッグ | 「セルキュア」
シリーズ

エアーコンディショナー | Panasonic 
Eolia sleep (エオリア スリープ)

窓まわり関連製品 | TOSTEM 
Window Appliances

システムバスルーム | スパージュ 給電設備 | クルマde給電

廃棄時に分解しやすいポケットコイル
マットレス

クロッサチェア Panasonic　純水素型燃料電池　
FC-5KLR1HS

大型リヤダンプトラック耐摩耗鋼板
 （HARDOX）仕様

電動式トーイングトラクター | トヨタ
3TE25　自動運転仕様

交通部臺灣鐵路管理局 都市間特急
車両 EMU3000

建売注文住宅 | ニセカイジュウタク 住宅 | 南三陸の家 戸建住宅 | 志摩の家 店舗兼住宅 | houseS / shopB 複合施設 | ミナガワビレッジ 病院 | 緩和ケア病棟 いまここ

北長瀬コミュニティフリッジ 社会福祉施設 | しょうぶ文化芸術
支援センターアムアの森

子連れの移動をサポートするWebサー
ビス | NAVITIME for Baby

給水機の設置、「自分で詰める水のボト
ル」の販売、水のアプリの開発・配信

「はじめての建築」の出版とオープン
ハウスの取り組み

デジタル推進 | 都農町デジタル・フレ
ンドリー

古民家再生（リノベーション） | 
がもよんモデル

Garment-to-Garment Recycle 
System | A Mini Mill within The Mills



2021年度グッドデザイン賞の全受賞対象を紹介するエリアです。

MAP

東京ミッドタウン・デザインハブ第 93 回企画展　GOOD DESIGN EXHIBITION 2021
2021年 10 月 20 日（水）～11月 21日（日）11:00-19:00 (10 月 20 日のみ16:00 - 19:00)

今年のグッドデザインのトピックを伝えるオンラインイベントサイト、ぜひチェックしてみてください！

Introduction /イントロダクション

Reception /受付

Award Winners Gallery/全受賞対象一覧

2021年度グッドデザイン大賞候補（ファイナリスト）の展示です。

Finalist /グッドデザイン大賞候補展示

ご覧いただいたみなさんの感想や受賞者へのメッセージをぜひお寄せください！

MESSAGE BOARD/メッセージボード

本年度特に高い評価を得た「グッドデザイン・ベスト100」、さらにその中で「特別賞」を
受賞したデザインの展示です。

Special Award & BEST100 / 特別賞・ベスト100 受賞展示

オンラインイベントサイトはこちら
http://promo.g-mark.org/

【INSIGHT TALK】　ジャンルごとに、審査委員が今年のトピックを解説するトークセッション

【みんなで選ぶ大賞投票】　ファイナリスト5 件の中から、あなたのグッドデザインを見つけて投票しよう

【BEST100 PRESENTATIONS】　グッドデザイン・ベスト100プレゼンテーション映像

【WINNERS MESSAGE】　受賞者のみなさまからのフォト＆メッセージ　…etc.
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主催：公益財団法人日本デザイン振興会
後援： 経済産業省／中小企業庁／東京都／日本商工会議所／日本貿易振興機構 (JETRO) ／国際機関日本アセアンセンター／日本経済新聞社／NHK／World Design Organization
特別協力：東京ミッドタウン
企画制作：ADKマーケティング・ソリューションズ / ADKクリエイティブ・ワン　　WEB・展示会場デザイン：ADKクリエイティブ・ワン / SONICJAM.Inc　
グラフィック：SONICJAM.Inc　コンセプト映像 / OOH：SONICJAM.Inc　施工：乃村工藝社　什器協力：石巻工房

Tokyo Midtown Design Hub
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エレベーターホール
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グッドデザイン大賞は、審査委員、受賞者、
そしてみなさんの投票によって決まります。
あなたにとっての「グッドデザイン大賞」
にぜひご投票ください。結果は11月2日に
GOOD DESIGN SHOW 2021 のサイトで
発表します。
投票期間：10月 31日まで

みんなで選ぶ大賞投票！

Vote!

オリジナルフォトフレーム（アプリ）を使っ
て、お気に入りのデザインと写真を撮り、
シェアしてください。

オリジナル・フォトフレーム
でシェア！会場に設置されたメッセージボードに、

ご覧いただいた感想や受賞者へのメッ
セージなど、みなさんの想いをご自由に
お寄せください。

みなさんの感想を貼って！

展示デザインについている「QR コード」
から、デザインのポイントや背景などの
詳細な情報をご覧いただけます。

詳しく知りたい方は
QRコードから！

Check up!Share!Message!

GOOD DESIGN EXHIBITION 2021にご来場いただきありがとうございます。
本展示会では、観覧以外にもさまざまなプログラムをご用意しています。ぜひご参加ください。

Please join us!

大賞投票または、メッセージボードに投稿いただいた方にオリジナルステッカーをプレゼント。
詳しくは受付スタッフにお問い合わせください。

オリジナルステッカーをプレゼント！

フォトフレームサイトはこちら
http://promo.g-mark.org/photoframe/

55 4


