ENTRY GUIDE FOR PARTICIPANTS
応募概要 Edition 02
Great Opportunities for Young Designers
若い才能が大きなチャンスを手にすることができます！
デザイン分野で若い才能が競う世界最大のアワードです。あなたの才能を世界の専門家にアピール
する絶好のチャンスです。
ひらめきのアイディアをご応募ください。
Registrations for the second round of the iF DESIGN TALENT
AWARD 2021 are open until 14 July 2021.
2021のEDITION 02は2021年7月14日が締め切りです。

Our Categories
応募テーマが国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」となりました。SDGsの重要な使命にデザイン
の領域で貢献をするとともに、世界の社会課題を解決する取り組みの一助になることを期待してい
ます。

The Jury
経験豊かな審査員が優れたコンセプトを選定し、合計50,000ユーロ(1回25,000
ユーロ)を受賞者に授与します。

Who can participate?
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。

How to participate?
複数応募可。但し異なる分野に同じ作品を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、プロジェクト、アプリケーション、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対象です。
審査は国際審査員によるため、エントリーは全て英語でご記入ください。
・
・

応募費用は無料です。
オンライン登録で受付しています。

www.ifworlddesignguide.com

ENTRY GUIDE FOR PARTICIPANTS
Benefits for Winners

PAGE 2

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 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。

iF jury feedback chart
iF審査フィードバックシート
それぞれのエントリーについての審査レ
ポートを受賞者に提供します。

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。

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/
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Evaluation Criteria
iFが開発したスコアカードが審査のベースとなります。 エントリーの評価項目として5つの審査基準
(下記）を設けています。

Example of Evaluation
評価のサンプル

Beneficial
experiences
100/100

Problem-solving
50/100

Moral-ethical standards
25/100
315/500

Economic calculation
85/100

Problem-solving
問題を解決できるか？

Solidarity
55/100

Moral-ethical
standards

– Degree of innovation
– Degree of elaboration
– Uniqueness
– Use value and
usability

倫理的・道徳的基準を反映し
ているか？

Economic calculation

Beneficial experiences

経済整合性があるのか？

ポジティブな経験を生み出して
いるか？

– Efficient use of resources
– Feasibility and ease
of implementation
– Long-term perspective
– Profitability

– Human dignity
– Respect for the
individual justice and
fairness
– Awareness of
environmental standards
– Social responsibility

– Respect for the individual, justice
+ fairness, positive experience
and fun
– Aesthetic potential, spatial
ambience
– Social responsibility,
comfort and pleasure

平均

Solidarity
集団関係を強化し
ているか?
– Sensitivity for cultural
traditions and power
relations
– concern for common
goals and the collective
– Addressing social
conflict through
dialogue
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スケジュール

Registration deadline
Jury session

締切

2021年7月14日

審査

2021年8月

Information to the award winners
受賞通知

2021年9月

Publication of the award winners
受賞発表

2021年10月

Five steps to participate
1

Login into my iF

2

Tab: Basic Data

3

Tab: Images

基本データ

画像

iF WORLD DESIGN GUIDE,
iF design app, press release

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。
・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
・1エントリーに付き最大2枚の画像をアップロード
・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。
文字情報やプレゼンテーションポスターは不可。
・ファイルサイズ: max. 5 M B / Aspect ratio: Landscape 4:3

4

Tab: Address Data

住所

5

Tab: Additional Media
その他のメディア

・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。

Please fill in 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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Requirements for the Presentation Poster
プレゼンテーションポスター
Poster details ポスター詳細

Poster areas 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。
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。

・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,
Area 2 (840 x 64 mm)： 応募者情報 (個人/チーム）
Univers)
フォントサイズ： 20 pt
・画像解像度: 300dpi 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・コンセプト： エントリー名
X3 file
・学生： 氏名（姓／名）
・最大ファイルサイズ: 5 MB
・大学： 大学名、大学所在地、学部
・カラースペース：RGB

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

Pecu.

Once an unwanted material, stuﬀed animals are
given a new life by the stories that they
hold. Every Pecu toy is unique, a patchwork of
a one-of-a-kind item.

stuﬀed with meaning parts that makes it

Unable to discern plastic from food, t hey
unintentionally ingest plastic bits, over time
leading to their deaths.

Stuﬀed animals does not embody the issues
faced by the animals they represent, moreover, they end up
as wastes which ends up aﬀecting the habitat of the very
animals they represent. How might we close this ironic loop?

A delicary for their liver, they are
often force-fed in farms.

They are seen as pests especially near airports as they
hinder airplanes from land- ing
and takeoﬀ.

: A DIY Kit that renews the life of a stuﬀed animal
in a way that enhances its value through the stories it can
tell. Through a fun activity of modifying the stuﬀed animal,
both parent and child will be in- volved in deeper
discussions about human’s impact on animals.

Your entry
Your Entry
Entry-ID
345-306373
category
12 Responsible Consumption + Production

Stories are intentionally left vague for parents to
have the freedom to adjust the narrative to the
cognitive development of the child.

Overtime, they can add more complexity to the
story so that the stuﬀed animal grows together
with the child which allows them to gain better
awareness of the issues surrounding the animal.

Area 1
840 x 430 mm

Children are able to personalise the character
in the e-book to become more involved with
the story of the animal.

Concept
Name of entry

Concept
Pecu

Student/s
Student
First name/ Last
name
Stacey Yip

University
University
Name
ofuniversity
Delft University of Technology (TU Delft)
city /Delft
country
of university
/ Netherlands
Department
Industrial Design Engineering

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

2021

Contact 問合せ
Please feel free to contact us at any time:
Andrea van Velzen
phone +49.511.54224217 |andrea.van-velzen@ifdesign.de
www.ifworlddesignguide.com

More information

Apply Now
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