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2019年iFデザインタレントアワード
概要 Edition01
若い才能が大きなチャンスを手にすることができます！
生まれ変わった2019年iFデザインタレントアワードでは、半年ごとに4つのテーマを設定し、社会
が直面する問題を解決するコンセプトを募集します。
経験豊かな審査委員会が優れたコンセプトを選定し、テーマ毎に5,000ユーロを受賞者に授与し
ます。

一般情報
デザインを学ぶ学生、卒後2年以内のデザイナーのコンセプトを募集しています。提出時点で2年
以内のものを対象とします。

応募資格
複数応募可。但し各作品は1回のみ応募でき、異なるテーマに同じ作品を重複して応募することは
できません。下記のコンセプトを応募できます。
• プロダクトもしくはアプリ
• プロジェクト
• コミュニケーションもしくはサービス
個人もしくは4人以下のグループワークが応募できます。
審査員が閲覧できるように提出資料は英語で提出してください
2019年iFデザインタレントアワードの応募費用は無料です。
2019年1月31日までに、「my iF」からオンラインで応募してください。

受賞特典
受賞者には下記の特典を提供します。
受賞ロゴ及び受賞証書
■ iF DESIGN TALENT AWARD 2019 のロゴ及
■ び受賞証書(PDF)をダウンロードいただけます

iF デザインエキシビション（独ハンブルグ）
受賞対象は iFの展示施設にてポスターとデジタルで展示致
します。

iF WORLD DESIGN GUIDE
受賞作品は iF のウェブサイトである iF WORLD DESIGN
GUIDEの「DesignExcellence」にて永久に掲載します。

iF プレス／広報
受賞者はiFのプレス及び広報を通じて、そのサクセススト
ーリーを広く発信できます。

iF design app
受賞作品は iF デザインアプリに掲載します。無料のアプ
リで、現在までに108,500回ダウンロードされています。
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テーマ
以下の4つのテーマでコンセプトを応募できます。
1. 2019年WONDERLANDデザイン賞by iF –
未来の育児ニーズに対応したデザインで、現在の幼児用品をどのように改良できるか考えてください。
幼児の世話に関して、21世紀の父親・母親たちは前世代とは違う習慣や価値観を持っています。彼ら
にはこれまでとは違う新しい幼児用ケア対策が必要です。より持続性と柔軟性を備え、過去のどの製
品とも異なるデザインで、現代の育児方法に適したものが求められています。

求められるもの：検証済みのデザインと革新的なデザインを融合した幼児ケア用品を開発する。

2. 2019年HAIERデザイン賞by iF –
新世代の暮らしをアシスト：暮らしに役立つ家庭用品の新しいデザイン。
現代社会の忙しいハードな生活リズムは、休息時間を減少させると同時に家事を処理する動機も精神
力も低下させています。人々は手軽さと時間短縮ができる家庭用品を求め、余った時間を家族と過ご
したり、個人の趣味を楽しんだり、より有意義なことに使おうとしています。

求められるもの：暮らしの中の不便さを徹底的に改善し、従来の使用方法を最適化または一新して、
ユーザーに新しい生活体験とより快適な暮らしを提供できる役立つ家庭用品をデザインする。

3. 革新的な共有サービスを提案してください。
これまで比較的少なかったシェアリング（共有）と交換がますますトレンドとなっています。共有経
済はまだ新しい概念ですが、すでにたくさんのレンタル、借用、共有の機会が生まれています。次に
シェアリングモデルから利益を生み出せるビジネスは何でしょうか？あなたのアイデアは、シェアリ
ング経済の中で現在のモデルよりも人々を魅了することができますか？

求められるもの：新規もしくは既存のサービスに関わらず、シェアリングサービスのためのビジネス
モデル、デザイン的解決策、コミュニケーション戦略を提案する。

4.危機的な状況に備えるためのVR（バーチャルリアリティ）を提案してください。
人はさまざまな状況に対して経験と体験が増えるほど、よりよい準備とより理性的な反応ができるよ
うになります。例えば、 パイロットはフライトシミュレーションでの訓練により、実際のフライトを
行う前に安全な環境で学習し、緊急事態に対して所定の行動をとることができるようになります。異
なる学習場面でのVRの応用を提案できますか？

求められるもの：潜在的に危険または緊張が想定される状況で、人々が緊急対応を訓練できるVRシミ
ュレーションをデザインする。
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審査基準
iFデザインタレントアワードを受賞するには下記の五つの審査基準について平均点以上を取り、他のエントリー
と比して明らかに優れたデザインであることが求められています。
Innovation + Elaboration
■ 革新性
■ 完成度
■ ユニークさ
Functionality
■ ユーザビリティ
■ エルゴノミクス
■ 実用性
■ 安全性

Aesthetics
■ 美観
■ 情緒性
■ 空間
■ 環境
Positioning
■ 対象層に合致しているか
■ 差別化

Responsibility
■ 人間の尊厳
■ 個の尊重
■ 公平性
■ 環境基準／CO2排出量への配慮
■ 社会的責任
■ 社会的意義

スケジュール
応募締め切り

2019年1月31日

審査期間

2019年2月20日~3月15日

受賞発表

2019年3月末

受賞情報公開

2019年4月末

iF WORLD DESIGN GUIDE (Design
Excellence), iF design app, press
release

登録の 5 つのステップ
1 my iF“ にログイン

Login now (今すぐログイン) 又はCreate User Account
(ユーザー登録) をクリック全ての必要情報の入力ができた時点で「Register
now」のボタンが作動します。

2 基本データ

■ エントリー名
■ エントリー名
■ 該当するテーマ
■ Save your basic data

3 画像

1エントリーにつき最大2枚の画像をアップロードしてください。

4 住所

複数の大学に通学している場合は、提出するプロジェクトを主にデザインし
ている大学の情報を入力してください。

5 追加情報

■ エントリー詳細
■ プレゼンテーションポスター
■ 学生証明書(各デザイナーはそれぞれ学習証明書（学校名と学習年を含む）
を用意し、1つのファイルにまとめてから、アップロードしてください。)
■ 担当教授名(オプション）
■ 動画(オプション）
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プレゼンテーションポスターの構成
フォーマット：A1サイズ横 (840x594mm)下記の三つに
分割してください。

ポスター詳細
■ サイズ／フォーマット: A1サイズ横
(840mm 横x 594 mm 縦)

Area 1 (840 x 430 mm) : 文章と画像
応募コンセプトについてテキストと画像で簡潔に説明し

■ フォントサイズ（ﾃｷｽﾄ/ｲﾝﾃﾞｯｸｽの文字情報): 20pt

てください。レイアウトに決まりはありません。

■ フォント: Frutiger／other sans serif fonts

Area 2 (840 x 64 mm) : 応募者情報(個人/チーム）
■ フォントサイズ：20pt

(Arial, Franklin Gothic,Futura, Helvetica,Univers)
■ 画像解像度: 300 dpi at 100%positioning

■ エントリー：エントリーID及びテーマ

■ データ送信：platform-independent PDF-X3file

■ コンセプト：エントリー名

■ 最大ファイルサイズ: 5MB

■ 学生：氏名（姓／名）

■ カラースペース：RGB

■ 大学：大学名、大学所在地、学部
Area 3 (840 x 50 mm) : 空白スペース
上下部分は印刷などのためにスペースを空けてください。

Area 3
840 x 50 mm

MINUS
New scale system

Total Gram

PICK

The - 4’s Gram

The concept of MINUS is literally unraveled with a scale which involves the concept of minus.
"How much gram is this tomato and so how much is it?" Many people have concerned about
purchasing a fixed price of vegetables per gram which is displayed in the Mart. The scale which
is below the box will be subtracted from the total weight as soon as hand-picked vegetables are taken
out from the box. Furthermore, the price after subtraction will show up on the balance. If the price
provided is suitable, the price tag will be attached on a pack for further payment.
This new concept of scale will reduce unnecessary actions to the users.

1Pick up 1 broccoli

The price

2 You can Know The Price

Total Gram - 1 broccoli’s Gram

PROBLEM

KNOW

Up

The - 1 broccoli’s gram’s Price is displayed.

TAKE
Out

3 Touch The button
You can get The price sticker.

Area 1
840 x 430 mm

SOLUTION

I don’t know
How much it is.
!

?

?

In one place & At a time

Most of vegetable in vegetable corner cost
by scale. Customer have no idea how much
is it going to be before customer actually scale
them. So inconvinence situations happen such
as put vegetable more in or take some out.

YourYour
entryentry
301-1-164198
Entry-ID
1.0 product
Topics
1.17 Industry / Skilled Trades

Project
MINUS

MINUS will show you how much weight you picked
out of the box. And the scale will calculate how much
it is going to be.

Concept
Name of entry

Designer
Youngsub/Song
Hyunsub/Shin
JaeHyuk/Lim
Il-Hyun/Kwon

Student/s
First name / Last name

University
Hansung University
Seoul/ South Korea
Product Design

University
Name of university

Emall
sys910420@naver.com

hyunsud@naver.com
City / Country of university
hyuk8915@gmail.com
Department
kih0501@naver.com

Area 2
840 x 64 m
Area 3
840 x 50 mm

Sponsors 2019
More information

連絡先

Apply now

Kimberly Liu
phone +886.2.27667007 | talent@ifdesign.de
www.ifworlddesignguide.com

