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Benefits for Winners

Think before you print!

受賞者特典

Label + Certificate 受賞ロゴ及び受賞証書
・DESIGN TALENT AWARD ロゴ
・受賞証書(PDF)
をダウンロードいただけます。
iF WORLD DESIGN GUIDE
受賞デザインはiFのウェブサイトであるiF
WORLD DESIGN GUIDEにて永久に掲載します。

iF design app iFデザインアプリ
受賞デザインは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117,230回ダウンロードされ
ています。

Communication support 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 exhibition
iFデザインエキシビション ( 中国成都市 ）
受賞デザインはiFの展示施設にて展示致します。

Categories: Sustainable Development Goals of the UNITED NATIONS (Goal 1-15)
応募カテゴリー： 国連の持続可能な開発目標 (1〜15のゴール）

詳しくは:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Evaluation Criteria 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。
・関連する問題を解決できるか？
・倫理的・道徳的基準を反映しているか？
・集団関係を強化・促進しているか？
・ポジティブな経験を生み出しているか？
・努力に相応し価値を創造しているか？
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Dates

Think before you print!

スケジュール

Registration deadline 締切

2020年1月30日

Entry review エントリーレビュー

2020年2月1日〜28日

Jury session 審査

2020年3月

Information to the award winners
受賞通知

2020年4月初旬

Publication of the award winners
受賞発表

2020年5月初旬

情報不足などエントリーが完了してい
ない場合は、エントリーを見直し頂くよ
うご連絡を差し上げます。
この期間にメールが届く場合がありま
すのでご注意ください。

iF WORLD DESIGNGUIDE,
iF designapp, press release

Five steps to participate in the iF DESIGN TALENT AWARD 2020_01
エントリーの5つのステップ
Login now or Create User Account
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。

1

Login into my iF

2

Tab: Basic Data 基本データ

・エントリー名
・カテゴリーを選ぶ
・エントリーの種類
・基本情報を保存

3

Tab: Images 画像

・1エントリーに付き最大2枚の画像をアップロード
文字情報やプレゼンテーションポスターは不可。
コンセプトやプロジェクトの形容もしくは図解を示すもの。
・ファイルサイズ: max. 5 MB / Aspect ratio: Landscape 4:3

4

Tab: Address Data 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。
・チーム(4名以内）でエントリーする場合は、
「responsible designers」の項目に氏名をご記入ください。

5

Tab: Additional Media
その他のメディア

Please fillin all requested information in English 全て英語で記入
Entry description エントリー詳細
Presentation poster プレゼンテーションポスター
(審査のベースとなります。最大2枚）
Certification of study 学生証明書
Name of supervisor/professor (optional) 担当教授名
Optional video 動画(オプション）
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THINK BEFORE YOU PRINT!

Requirements for the Presentation Poster
プレゼンテーションポスター
Posterareas ポスターの構成
フォーマット： A1サイズ 横 (840 x 594 mm) 下記の三つに分割してください。
Posterdetails ポスター詳細

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
説明してください。レイアウトに決まりはありません。
Area 2 (840 x 64 mm)： 応募者情報 (個人/チーム）
フォントサイズ： 20 pt
・エントリー： エントリーID及びテーマ
・コンセプト： エントリー名
・学生： 氏名（姓／名）
・大学： 大学名、大学所在地、学部
Area 3 (top and bottom 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。

・サイズ／フォーマット: A1サイズ 横
(840mm 横 x 594mm 縦)
・フォントサイズ（ﾃｷｽﾄ/ｲﾝﾃﾞｯｸｽの文字情報): 20 pt
・フォント: Frutiger／other sans serif fonts
(Arial, Franklin Gothic, Futura, Helvetica, Univers)
・画像解像度: 300dpi at 1 0 0 % positioning
・データ送信：platform-independent PDF-X3 file
・最大ファイルサイズ: 5 MB
・カラースペース：RGB

MI N U S
N e w scale s ys t e m

Total G ram

PICK

The - 4’sG ra m

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 muc h 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 willbe attached on a pack for further payment.
This new concept of scale willreduce unnecessary actions to the users.

1Pick up 1 broccoli

The price

I don’t k n o w
H o w m u c h it is.

TAKE
Out

3 Touch The button
Y o u ca n g e t Th e price st icke r.

T h e - 1 b ro cco li ’s g ra m ’s P ri ce is d i sp layed .

SOLUTION

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 s ome out.

Your entry
Entry-ID
301-1-164198
Topics
1.0 product
1.17 Industry / Skilled Trades

KNOW

2 You can Know The Price

Total G ra m - 1 b ro cco li’s G ra m

PROBLEM

Up

Project
MINUS
Name of entry
sys910420@naver.com

In one place & At a time
MI NUS will sh o w yo u h o w m u ch wei ght yo u pi cked out
of th e box. A nd the scale will calculate ho w m u ch it is
goi ng to be.

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

First name / Last name

University
Hansung University
University
Seoul/ South Korea
Product Design

Emal
Emall
sys910420@naver.co
Name of university
m
City / Country of university
hyunsud@naver.com
Department
hyuk8915@gmail.com
kih0501@naver.com
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Sponsors 2020

More information

Apply Now

Contact 連絡先
Andrea van Velzen
phone +49.511.54224-217
Serena Lin
phone +886.2.27667007
talent@ifdesign.de |www.ifworlddesignguide.com

Think before you print!

