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THINK BEFORE YOU PRINT!

Overview for Participants
Edition 01

Big 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！

すべての学生アワードをひとつに統合し、「iF デザインタレントアワード」として生まれ変わりま
した。
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。テー
マに合わせて、あなたのひらめきのアイディアをご応募ください。

経験豊かな審査員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。

General Information

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。

Participation

応募資格

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。
応募費用は無料です。
2018年2月5日までに、「my iF」からオンライン応募してください。

Benefits for Winners

受賞特 典

受賞者には下記の特典を提供します。
Label + Certificate 受賞ロゴ及び受賞証書
iF DESIGN TALENT AWARD 2018 のロゴ及び
受賞証書(PDF)をダウンロードいただけます。

iF WORLD DESIGN GUIDE

iF university ranking iF大学ランキング
個人／チームエントリーの場合、複数の大学は
記載できず、一校のみのエントリーとなります。
受賞者が所属する大学に対して、ランキングの
ポイントを授与します。

受賞作品はiFのウェブサイトであるiF WORLD
iF design exhibition Hamburg
DESIGN GUIDEの「DESIGN EXCELLENCE」にて
iFデザインエキシビション ( 独ハンブルグ ）
永久に掲載します。
受賞対象はiFの展示施設にて1年間デジタル
展示致します。
iF design app iFデザインアプリ
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70,000回ダウンロー
ドされています。

iF Press 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。
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Topics テーマ
You are encouraged to submit your concepts to these four specific topics:
1.What iF there was a Panda-themed “brand” to support a good cause?

公益をサポートするパンダをテーマとしたブランドを創るとしたら？
視覚的にチャリティを想起させるパンダですが、そのパンダに関連したブランドを創るとしたら、
なにをザインしますか？ よく売れるとともに必要とする人々に売り上げの一部を提供できる製
品。自由にどんなものでもデザインしてください。
パンダホテル、お年寄りから子供が楽しめるパンダブランドのアウトドアー遊具やジム、すべて
の世代に向けたバリアフリー住宅など。
求められるもの：公共に資するパンダブランドを創る。社会的な取組みに対して資金を生み出す
ことができるプロダクトやプロジェクト及びサービス。

2.What iF you were responsible for the urban space design
at the Tokyo Olympic Games in 2020?
2010年東京オリンピックにおける都市空間をデザインするとしたら？
2020年のオリンピックでは、東京は世界からの人々を迎えることになります。あまり時間は残さ
れていませんが、多くのプランや建設が必要となっています。オリンピック村やビジターセン
ターはどのようなものになるのでしょうか？ 新しいインフラは終了後どう使われるのでしょう
か。ビジター向けガイダンスはどれだけ効果的にできるのでしょうか。
求められるもの：2020年のオリンピックに向けてあなたのアイディアを提案してください。現存
するインフラを統合し、オリンピック後の将来の利用を考慮した都市や競技場スペースの持続可
能なコンセプトをデザインしてください。

3.What iF your ideas created new services by using drones?
ドローンを使用した新しいサービスを創るとしたら？
わずか2-3年でドローンは世界中の産業に革命をもたらしました。
ドローン技術の急速な進歩は、農業から公衆安全、写真からヘルスケアまで、たくさんの応用分
野におけるイノベーションを可能にしています。ドローンによるサービスは急速に他の産業分野
に広がりつつあります。
求められるもの： 新しいドローンサービスのためのアイディア、もしくは現在のサービスを向
上するためにドローンができるシナリオをデザインしてく
4.HAIER DESIGN PRIZE 2018 by iF –
Touch Time: What iF your home appliance designs were timeless?
あなたの家電製品が時代を超越したデザインであるとしたら？
成功する家電デザインがもつ技巧はある種の緊張を生み出します。現代的な視野で伝統を再構築
する。ヒトとモノ、空間の関係性を壊しながら、ピュアで原点を感じる形で再統合する。
求められるもの：明確なデザイン哲学と普遍的な価値を持った家電／ホーム製品をデザインして
ください。
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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。

Aesthetic appeal 美観

Human dignity

Degree of elaboration 完成度

Emotional appeal 情緒性

Respect for the individual 個の尊重

Uniqueness

Spatial concept 空間

Fairness

Ambience

Consideration of environmental

Degree of innovation 革新性
ユニークさ

環境

ユーザビリティ

Safety

環境基準／CO2排出量への配慮

Target group fit

エルゴノミクス

Practicability

公平性

standards, Carbon footprint

Use value and usability
Ergonomics

人間の尊厳

Social responsibility 社会的責任

対象層に合致しているか

実用性

Differentiation

差別化

Societal value

社会的意義

安全性

Dates

スケジュール

応募締め切り

2018年2月5日

審査期間

2018年2月27日~3月23日

受賞発表

2018年3月末

受賞情報公開

2018年4月末

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

Five steps to participate in the iF DESIGN TALENT AWARD 2018 (Edition 01)
登録の5つのステップ

“my iF“ にログイン

Tab: BasicData
基本データ
Tab:Images 画像
Tab: Address Data 住所

Tab: Additional Media
追加情報

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
・エントリーの種類
・該当するテーマ
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。
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。
・ Entry description エントリー詳細
・ Presentationposter プレゼンテーションポスター
・ 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。

ポスター詳細

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

・サイズ／フォーマット: A1サイズ 横
(840mm 横 x 594 mm 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: 300 dpi at 100% positioning
・データ送信：platform-independent PDF-X3 file
Area 3 (top and bottom 840 x 50 mm): 空白スペース
・最大ファイルサイズ: 5 MB
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。
・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

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

The price

2 You can Know The Price

Total G ra m - 1 b ro cco li’s G ra m

PROBLEM

KNOW

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

First name / Last name

Hyunsub/Shin
JaeHyuk/Lim
Il-Hyun/Kwon

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

Contact 連絡先
phone +49.511.54224-217 |talent@ifdesign.de

