
iF DESIGN AWARD2021  
GUIDE AND BENEFITS  
FOR PARTICIPANTS

Special offer until  

30 october 2020:  

every second  

registration is free  

of charge

What benefits do you gain by  participating in 
the iF DESIGN AWARD?

1953年の設立以来、iF デザインアワードはあらゆるデザイン分
野において「優れたデザインの証」として国際的に認知されて
いるデザイン賞です。

世界で認められたデザイン専門家の評価を求めるデザイナーや
メーカー、建築家、インテリアデザイナーが長きにわたりiFデザ
インアワードに参加してきました。デザインをビジネスの中心
に位置づける企業にとって、世界の注目を得るためのツールと
して役立っています。

In difficult times, trust is what counts!

デザインは見た目が良くなるという以上のものです。
どの業界にあっても、デザインに投資をしている企業は成功を
手にしています。

現在経済は予測不可能な転換期にあります。
iFデザインアワードに勝ち抜くことは業界のトップにあり続け、
新たなターゲット市場にリーチすることを意味するだけでなく、
マーケティングにとって積極的で優れたツールを手中にするこ
とです。

New jury process using a scorecard for greater 
transparency  in the results

iFは変化を続けています。
社会のデジタル化に合わせて、新しい分野を追加するだけでな
く、2021では審査のプロセスを更新しました。
応募者にスコアカードを提供することで審査結果の透明性が高
まります。

But there’s one thing that has remained unchanged: You 
can rely on our  personal service before, during and after 
your registration – worldwide!

変わらないもの ー それはiFのサービスです。
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Learn more about:

iF DESIGN AWARD2021›
Learn more about:

iF WORLD DESIGN INDEX›

Take advantage of the benefits of 

participating in the iF DESIGN AWARD 2021

・専門家による透明性ある基準に基づいたデザイン評価を得ることができます。
・革新的な企業にとっては有効な投資でありエッジな競争力を提供します。
・使用者や顧客にとって信頼感を生み出すマークとなります。
・企業関係者とのコミュニケーションのための明確なツールとなります。
・ iFが提供するプラットフォームを通じて、世界の注目を獲得し、ネットワークを構築

することができます。

What’s new in 2021?
New online preselection オンラインプレセレクション

上位50%が最終審査に進むことができます。

New criteria system 審査システム

応募者に対しより詳細なフィードバックを提供します。

New benefits 特典

全エントリーにスコアカードを発行します。
すべてのファイナリストは、iF World Design Indexに掲載し、
Top Label Rankingのポイントを付与します。

More eco-friendly エコフレンドリー

オンライン・プリセレクションの導入により、ドイツに
輸送する必要がある商品は従来の50％となります。こ
れにより i Fデザインアワードに関連する温室効果ガスの
排出を最大50％低減することができます。

More categories and disciplines 分野とカテゴリー

世界のデザイントレンドを反映し、分野とカテゴリーを変更し
ました。

More insights ほかにも…

応募エントリーにフィードバックを提供することで、審査の決
定にかかる詳細な識見や審査結果の背景情報を手にすることが
できます。

ENTRY GUIDE FOR PARTICIPANTS

https://ifworlddesignguide.com/awards/participate/if-design-award-2021
https://ifworlddesignguide.com/awards/participate/if-design-award-2021
https://ifworlddesignguide.com/awards/services/if-world-design-index/country-sites
https://ifworlddesignguide.com/awards/services/if-world-design-index/country-sites
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Participants 応募ガイド

世界のデザイン専門家たちが上位50%をファイナリ
ストとしてデジタル審査致します。

上記のファイナリストはオンライン上で発表され、審査のフィー

ドバックとしてスコアカードを受け取ることができます。

またファイナリストにはiF top labelの5ポイントが付与されます。
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全分野:

オンラインでエントリーごとにご登録ください。
下記の情報入力が必要となります。

Basic 分野とカテゴリー、エントリー名、エントリーの種類

Addresses メーカー（及びクライアント)：最大2住所

デザイナー（及びデザイン事務所）：最大5住所

Images 1エントリーに付き画像 4 〜 7 点 （file size:  max. 5

MB, JPG, RGB, landscape 4:3, max. 15 megapixel)

Description 650文字以内での短い説明文（広告向けテキストは不可）

Statements 5つの審査基準についての記述（それぞれ650文字以

内）

Media PDF and/or link

TIP

第一ステップはオンライン・プレセレクションです。
すべてのエントリーについて、デジタル情報をオンライン審査します。
ご提出いただくデジタル情報によって審査がよりスムーズに行えます。
分野によってPDFや動画は必須ではありませんが、審査員の理解度を高
めるには有効な手段となる場合があります。

費用が掛かる広告のような動画である必要はありません。個人が作

成した動画であっても、サイズ感や使用感・ユーザビリティなどを

可視化し、審査員がエントリーについて正しく理解するのに役立ち

ます。

NEW

online Preselection オンライン・プレセレクション
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For physical submissions 現品の送付:

プレセレクションを通過したファイナリストのみ、現品送付が必須と
なります。セレクション終了後の2021年1月28日に現品送付について
ご案内します。
送付期間： 2021年2月1日〜3月12日
＊注意： 2021年2月1日以前には受け取りが不可となりますので、
物品を送付しないようにしてください。
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ファイナリストが最終審査に参加できます。
2021年3月にベルリン市（独）にて開催する審査会では50人のデ
ザインエキスパートが厳正な審査を行い、iFデザインアワード
2021の受賞者を決定します。

受賞者には様々な特典をご提供致します。受賞者にはiFのトップ

ラベルランキングの20ポイントを、ゴールド受賞者には+100ポ

イントを付与します。

For digital submissionsデジタル情報の提出:

すべてのデジタル情報（媒体）は、オンライン登録の「Media」の

ページをクリックしてアップロードしてください。

ドイツでアクセス可能なリンクをお使いください。

（Enter a link to a website, microsite, App Store, 
Google  Play Store or a video platform like 
youTube, Vimeo,  Pan.Baidu or any other domain 
that is accessible in  Germany.）
パスワードが必要な場合はログインデータを入力してく
ださい。動画は英語もしくは英語のサブタイトル付きで2
分以内としてください。アプリはドイツ内で使用可の無
料アプリを入力してください。
URLは下記の期間アクセス可能なものとしてください。

1 December 2020 to 31 March 2021.

画像、図面、計画書、レイアウト図、説明テキストなど
を含むPDFとする。
登録フォームに記載したものと同一のものは不可、エン
トリーを解説するより詳しい追加情報を記載ください。

言語： 英語
枚数： 最大8ページ
ファイルサイズ： maximum 10 MB
フォーマット： Landscape  
解像度： 2560x 1440 pixels

Media link

PDF

Finalists （ファイナリスト）

Final Jury （最終審査）



Idea（アイディア）
Relevance

Is it relevant?

Fit for purpose

Is the idea appropriate?

Form（造形）
Aesthetics

Is it beautiful?

Emotional appeal

Does it engage the user?

Execution*

Is it madewell?

Function（機能）
Usability*

can it be used with ease?

Efficiency*

Does it workwell?

User Benefit

Does it serve the user?

Impact（影響度）
Social Benefit

Doesit serve society?

Sustainability

Is it sustainable?

Differentiation（差別化）
Innovation

Is it new?

Brand Differentiation

Does it support the brand?

* Not judged in online preselection for categories with physical entries

現物審査で判断できる部分はオンライン・プレセレクションでは判断いたしません。.

315/500

Impact

100/100

Form

25/100

Function

55/100

Differentiation

85/100

Average

Evaluation Criteria（審査基準）

個々のエントリーに対してスコアを付与するための基準となります。
応募者はオンライン・プレセレクションのフィードバックを下記のようなスコアシートの形で受け取ること
ができます。

Example of Evaluation

Idea

50/100
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スケジュール

2020年6月26日 早期割引締切

2020年10月30日 中間応募締切

2020年12月1日 最終応募締切

2021年1月18－22日 オンライン・プレセレクション

2021年1月28日 オンライン・プレセレクションの結果通知

2021年2月1日－3月12日 最終審査への応募対象送付

2021年3月29－31日 最終審査 ＠ Messe Berlin（独）

審査結果の通達は2021年4月の予定

2021年4月 iFワールドデザインガイド、iFデザイン

アプリ、プレスリリース、SNSなどでの

結果公表

2021年5月10日 iF デザインアワードナイト (受賞式典）
＠ Friedrichstadt-Palast in Berlin （独）

Disciplines （応募分野）

2021から従来の7つの分野に加え、UXとUIの2分野が追加となり計9分野となりました。それぞれの分野

には各種カテゴリーがあります。

・プロダクト

・パッケージ

・コミュニケーション

・インテリア・内装

・プロフェッショナルコンセプト

・サービスデザイン

・建築

・User Experience(UX)  

・User Interface (UI) NEW

Learn more about:  

Disciplines andCategories›
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https://ifworlddesignguide.com/awards/participate/if-design-award-2021
https://ifworlddesignguide.com/awards/participate/if-design-award-2021
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応募に掛かる費用について
Registration Fee（登録費用）、Jury Fee（審査費用）、 Winners Fee（受賞者費用）の
詳細は下記をごらんください。

Registration Fee （登録費用）

Winners Fee 受賞者費用

全分野

Jury Fee （審査費用）

審査費用とはオンライン・プレセレクションを通過したエントリー（1点）に対して最終審査に必要となる費用で
す。オンライン・プレセレクションを通過した場合、最終審査を辞退することはできません。
この審査費用は審査会の準備運営に掛かる費用となります。応募品の送付・返却に関する費用（送料、関税、保険
等）は応募者負担となります。

EUR 2０0 ／エントリー
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全分野 2020/6 /26 (早期割引締切) まで

2020/10 /30 (中間締切) まで

2020/12 /1 (最終締切)まで

EUR 250 ／エントリー

EUR 350 ／エントリー

EUR 450 ／エントリー

注： Ifデザインアワードのエントリーには登録費用の支払いが必要です。
登録費用はオンライン・プレセレクションに必要となる費用です。

2021ではTWO FOR ONEキャンペーンを行っています。
（早期締切と中間締切それぞれの）登録期間内にご登録いただいたエントリーに対し、2点目は登録費用を半額
としています。アカウントが別の場合や、登録期間が異なる場合は適用されません。

プロダクト、パッケージ EUR 2,700 ／エントリー

プロダクト、パッケージ以外の分野 EUR 1,600 ／エントリー

注：受賞の場合、上記の受賞者費用の支払いは必須となります。受賞辞退はできませんのでご注意ください。
これらの費用には受賞者特典に記載しているサービスが含まれています。

これらの費用には消費税（VAT)が含まれておりません。サービスの種類や参加者の国によってVATが必要となる
場合がありますのでご注意ください。



iF WORLD DESIGN GUIDE Individual Scorecard iF top labels

ファイナリストはiFの総合デザインサ エントリーごとにプレセレクションで
イトである「World design Guide」 使用したスコアカードを提供します。
に掲載します。これらの情報は皆様
のコミュニケーションツールとして
ご利用下さい。

ファイナリストは1エントリーに付き5
ポイントを付与します。

Benefits for Winners 受賞者特典

Logo iF DESIGN AWARD 2021
受賞ロゴ

受賞ロゴをご活用下さい。

使用料は無料です。

iF WoRLD DESIGN GUIDE

受賞者（受賞デザイン及び受賞企

業情報）は「World design 

Guide」に掲載します。またすべて

の受賞者に対し企業プロフィール

ページを提供します。

Press and PRmeasures
広報支援

iFの広範なPR活動を通じて、「デザイ
ン特集」「インタビュー」「受賞者コ
メント」などコンテンツマーケティン
グにぴったりの情報を世界に発信しま
す。

iF certificates 受賞証書 iF Jury Report 審査レポート iF design award night 授賞式

デジタルデータの証書とアルミニウム
製の証書を提供します。

それぞれの受賞デザインに対して審査
レポートを提供します。

ベルリン市（独）のFriedrichstadt-
Palast にて、2021年5月10日に開催
する授賞式にご招待します。

Exhibitions and Presentations  

受賞展示

受賞デザインは受賞展示や海外など

での展示で紹介します。

iF top labels iFトップラベル

受賞者は20ポイント、ゴールド受賞

者はプラス100ポイント付与します。

ENTRY GUIDE FOR PARTICIPANTS

Contact 問合せ（ドイツ本部）
Please feel free to contact us at any time:

iF DESIGN AWARD Team

phone +49.511.54224-224 | award@ifdesign.de

www.ifworlddesignguide.com
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Benefits for Finalists ファイナリスト特典

https://ifworlddesignguide.com/awards/participate/if-design-award-2021
mailto:award@ifdesign.de
mailto:d@ifdesign.de
http://www.ifworlddesignguide.com/

