
 

 

NEWS  RELEASE 
 

平成29年（2017年）３月８日（水）  

報 道 関 係 各 位 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＩＣＯ（公益財団法人にいがた産業創造機構）では、「ニイガタＩＤＳ(イデス)デザイン

コンペティション２０１７」の審査を行い、応募総数76作品の中から、グランプリであるＩ

ＤＳ大賞をはじめとした各賞を決定しました。 

つきましては、表彰式を明日３月９日（木）10時～10時 30分に、アオーレ長岡アリーナ

にて行いますので、是非、ご来場の上、取材くださいますようお願いいたします。 

また、受賞作品をはじめとした応募全作品の一般公開も、同会場にて３月10日（金）まで

行っておりますので、是非、報道くださいますようお願いいたします。 

 

〇ＩＤＳ大賞（１点） 

企画、造形またはシステム展開及び可能性の３点で最も優れた作品 

 

  「ふくら」 株式会社ネオス（長岡市） 

 

〇ＩＤＳ準大賞（１点） 

企画、造形またはシステム展開及び可能性の３点で 

IDS 大賞の次に優れた作品 

 

  「錠剤用 金属検出機 SD3-0915D」 株式会社システムスクエア（長岡市） 

 

 

 

 

   

  【豊口審査委員長のコメント】 

 ・大きな時代のうねりがあり、また、日本人の生活実態が変化している。 

 ・日本の製品のクオリティが高くなってきており、その良さをどのように伝えるか 

  各社とも真剣になっているので、今回の審査は難しいものだった。 

 

※その他の入賞作品の一覧は、別添「ニイガタＩＤＳデザインコンペティション 2017 審査結果」をご覧ください。 

【添付資料】「ニイガタＩＤＳデザインコンペティション2017 審査結果」、「３月３日付けリリース資料一式」 

 
 

（公財）にいがた産業創造機構 市場開拓グループ 販売促進チーム  担当：細貝／佐々木 
〒950-0078 新潟市中央区万代島5番1号「万代島ビル」９階 

TEL：025-246-0044（直通） FAX：025-246-0030 E-mail：design-c@nico.or.jp 

<この件に関する問い合わせ先>

ＩＤＳ（イデス）大賞は、「ふくら」（株式会社ネオス）に決定！ 

～ニイガタＩＤＳデザインコンペティション２０１７ 受賞作品が決まりました～ 

ＩＤＳ大賞 

ＩＤＳ準大賞 



賞 企業名 所在市町村 作品名

ＩＤＳ大賞 株式会社ネオス 長岡市 ふくら

ＩＤＳ準大賞 株式会社システムスクエア 長岡市 錠剤用 金属検出機　SD3-0915D

ＩＤＳ賞 有限会社井出計器 糸魚川市
ネジ締め管理による、組立工程における、製品の安全品質
向上マネージングシステム

ＩＤＳ賞 一菱金属株式会社 燕市 まかないボウル (130･180･220)

ＩＤＳ賞 株式会社さいかい産業 新潟市 ペレット窯　PGY16

ＩＤＳ特別賞 ワキヤ技研株式会社 長岡市 緊急時の情報伝達システム、ＦＭ緊急告知受信機

新潟日報社賞 プリンス工業株式会社 三条市 包丁砥ぎ器（Togisamurai）

ＩＤＳ審査委員賞
（豊口協・審査委員長)

有限会社おだきん 小千谷市 「小千谷縮」ロングシャツ・パジャマ・ワンピース

ＩＤＳ審査委員賞
（土居輝彦・副審査委

員長）
株式会社横正機業場 五泉市 SILOK

ＩＤＳ審査委員賞
（近藤裕次・審査委員）

丸三安田瓦工業株式会社 阿賀野市 YASUDA KAWARA TSUKI

ＩＤＳ審査委員賞
(宮武滋・審査委員)

川口工器株式会社 三条市 ダンボール片付けラック

ＩＤＳ審査委員賞
(大島礼治・審査委員)

株式会社ワイ・エム・ケー長岡 長岡市 B-1200－S　軽量で畳に優しいベッド

ＩＤＳ審査委員賞
(今澤知江・審査委員)

有限会社阿部仏壇製作所 新潟市 NENRIN（ネンリン）

ニイガタＩＤＳデザインコンペティション2017　審査結果
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ＮＩＣＯ(公益財団法人にいがた産業創造機構）では、ニイガタＩＤＳデザインコンペティシ

ョン２０１７を開催します。 

今年で 27回目を迎える当コンペティションは、「生活ブランドの確立（ＭＯＮＯ＆ＳＹＳＴ

ＥＭ）をめざして」をテーマに作品を募集し、応募総数 76作品の中から、ＩＤＳ大賞をはじめ

とした各賞を選考、表彰します。なお、今年度は、新潟日報社様のご協力により「新潟日報社

賞」を新設しました。 

３月８日（水）の審査終了後には、報道関係の皆さま向けに、審査委員長による入賞作品の

発表及び講評等も行いますので、是非ご来場の上、取材くださいますようお願いいたします。 

また、応募全作品を展示する一般公開の際には、多くの方々に作品等をご覧いただきたいの

で、開催について、報道等でお取り上げくださるようお願い申し上げます。 

 

記 

 
〇ニイガタＩＤＳデザインコンペティション２０１７について 

 審   査：平成 29年３月８日(水) ※非公開 

 プレス発表：平成 29年３月８日(水) 17：10～17：30 

表 彰 式：平成 29年３月９日(木) 10：00～10：30 

       ※審査委員長による各賞の発表と総評、賞状授与 

 ステップアップフォーラム：平成 29年３月９日(木) 11：00～12：00、13:15～14:15 

       ※審査委員による作品の講評と出展者等との意見交換を行うフォーラム 

 一 般 公 開：平成 29年３月９日(木) 10：00～17：00 

３月 10日(金) 10：00～15：00 

               （申込不要・入場無料） 

 会   場：アオーレ長岡 アリーナ 

(長岡市大手通一丁目４番地 10) 

 出 品 作 品：76点(出品企業数：65社) 
 
 

【添付資料】  

表彰式次第、ステップアップフォーラムについて、開催要項 

 
 

（公財）にいがた産業創造機構 市場開拓グループ 販売促進チーム  担当：細貝／佐々木 
〒950-0078 新潟市中央区万代島5番1号「万代島ビル」９階 

TEL：025-246-0044（直通） FAX：025-246-0030 E-mail：design-c@nico.or.jp 

<この件に関する問い合わせ先> 

ニイガタＩＤＳ
イデス

デザインコンペティション２０１７審査及び表彰式を開催します！ 

昨年度の様子 



                             

 

ニイガタＩＤＳデザインコンペティション 2017 表彰式次第 
 

                      日 時 ：平成 29年３月９日(木) 

                           午前 10時から 10時 30分まで 

                      会 場 ：アオーレ長岡 アリーナ 

 

■開 会 

 

■主催者あいさつ 

  公益財団法人にいがた産業創造機構 理事長      森 邦雄 

 

■来賓あいさつ 

  経済産業省関東経済産業局 

 産業部 流通・サービス産業課長     小澤 元樹  

 

 

■結果発表 

  審査委員長（公立大学法人長岡造形大学 名誉教授）  豊口 協 

 

■総  評 

  審査委員長（公立大学法人長岡造形大学 名誉教授）  豊口 協 

 

■賞状授与 

  公益財団法人にいがた産業創造機構 理事長      森 邦雄（大賞、準大賞） 

  ＩＤＳ総合プロデューサー（ＮＩＣＯアドバイザー）  黒川 玲 (IDS賞、IDS特別賞) 

      

 

■閉 会 

 

 

 

出席者 

 

■審査委員長 

豊口 協    公立大学法人長岡造形大学 名誉教授 

 

■副審査委員長 

     土居 輝彦   株式会社ワールドフォトプレス 編集局長 

 

■審査委員 

近藤 裕次   株式会社京急イーエックスイン 専務取締役 

株式会社京急百貨店 取締役 

宮武 滋    株式会社東急ハンズ 執行役員 ＭＤ企画部長 

大島 礼治   法政大学デザイン工学部システムデザイン学科 名誉教授 

今澤 知江   株式会社スタジオティ 代表 

 

■ＩＤＳ総合プロデューサー 

     黒川 玲    ＮＩＣＯアドバイザー 



                              

 

ステップアップフォーラムについて 
 

作品の講評を通じこれからのものづくりを考えるトークイベント「ステップアップフォーラム」 

 

◆フォーラムのテーマと実施方法                               

 

 

第１部 テーマ：「生活を助ける商品」 11:00～12:00（60 分） 

（高齢化、危機管理、環境など、社会的課題解決型商品） 

☆担当審査委員 豊口審査委員長、宮武審査委員、大島審査委員 

コーディネーター 畔上 正美 氏（新潟県工業技術総合研究所 素材応用技術支援センター長） 

11:00～11:30 作品の講評（10分/1人） 

11:30～12:00 コーディネーターが参加者の質問を取り上げながら質疑応答 

 

 

 

 

 第２部 テーマ：「生活を楽しむ商品」 13:15～14:15（60分） 

       （レジャー、インテリア、ファッション、健康、情報など個人の生活を豊かにする商品） 

☆担当審査委員 土居副審査委員長、近藤審査委員、今澤審査委員 

コーディネーター 畔上 正美 氏（新潟県工業技術総合研究所 素材応用技術支援センター長） 

13:15～13:45 作品の講評（10分/1人） 

13:45～14:30 コーディネーターが参加者の質問を取り上げながら質疑応答 

 

 

 

(1) 出品作品を、「生活を助ける商品」「生活を楽しむ商品」との２つのテーマに分類し、 

午前１テーマ、午後１テーマを実施します。 

(2) 審査委員の皆様方から、お 1 人当たり約 10 分の持ち時間で、作品の講評をしていただきます。時

間が限られておりますので、審査時に担当していただきますテーマに沿って、お話の中で取り上げ

る作品３～５点を選んでいただきます。 

(3) 後半の時間は、コーディネーターの進行のもと、質疑応答を行います。 

 

 

◆参加者                                          

  出品者及び、一般入場者（各回 40～50名程度） 



ニイガタＩＤＳデザインコンペティション 2017開催要項 

 

 

１ 趣 旨 

社会環境や経済環境の大きな変化の中で、生活者が真に求めている商品やシステムをいかに提案・提供するかが、企

業や産業全体の課題といえます。そのためには、生活全体を創造的に提案できる独自の魅力を持った「地域発ブランド」

の構築が必要と考えられます。 

公益財団法人にいがた産業創造機構及び新潟県では、「地域発ブランド」を構築し得る産業の育成を目的に、生活市

場へ向けた「新しい商品」及び生活を支える「新しいシステム（ex.販売システム、レンタルシステムなど）」の提案を

対象としたコンペティションを開催いたします。 

 

２ 募集作品について 

くらしを豊かにする「商品
M O N O

」と「仕組み
S Y S T E M

」の２部門で募集 

 

３ 応募について 

(1) 応募資格 

次のア、イ、ウのいずれかに該当する者 

ア 新潟県内の企業・個人又は複数の県内企業で構成された団体・グループ 

イ 応募資格アの者と共同で取り組んでいる新潟県外の企業・個人又は複数の企業で構成された団体・グループ 

ウ 応募資格アの者と共同で取り組んでいる新潟県内の大学・専門学校 

 

(2) 応募期間 

2016年９月20日（火） ～ 2017年１月31日（火） 

 

(3) 応募費用 

１点につき10,000円。セット商品やシリーズ商品、グループ商品として出品される場合は１点とみなします。 

 

(4) 応募点数 

応募点数に制限はありません。 

 

(5) 応募作品 

・ 提案性の高いオリジナリティある作品で未発表のもの、もしくは応募締切日までの約１年以内（2016年１月１日～

2017年１月31日）に試作発表、新作発表のものとします。 

・ 提出作品は、製品、試作品、縮小モデル、説明図（レンダリングや図面）のいずれかとします。なお、必要に応じ

作品の詳細、取扱方法や使用状況及びコンセプト等を表現したパネルを併せて提出することも可能とします。 

パネルは、Ａ１サイズ（縦 594mm×横 841mmの市販スチレンボード、もしくはアルミフレーム等に納めたもの。多少

のサイズ違いは可）を横位置で使用し、１作品につき２枚までとします。 

・  作品の著作権、工業所有権は全て応募者が保有し、権利保護の責任については応募者が負うものとします。 

但し、本コンペティション及びこれに関連する催事、並びに図録その他広報に関する権利は主催者が保有します。 

  

 (6) 作品の搬入・搬出 

・  搬 入 日  2017年３月７日（火） 

・  搬入場所  アオーレ長岡 

・  搬入出方法  応募者が直接会場へ搬入搬出を行い、搬入搬出にかかる経費については全て応募者が負担するもの 

とします。 

 



(7) 搬入した作品展示についての取り扱い 

作品の盗難、破損、汚損等、その他の不可抗力による損害に関する一切の責任は応募者が負うものとします。 

また、公開にあたって刃物等の危険とみなされるものや盗難・紛失しやすいものなどはワイヤリングやアクリルケ

ースに入れるなど必要な措置を応募者が講じるものとします。 

 

４ 審査について 

 (1) 審査委員 

審査委員長   豊口 協    長岡造形大学 名誉教授（プロダクトデザイン） 

副審査委員長  土居 輝彦   ㈱ワールドフォトプレス 編集局長（パブリッシング） 

審査委員    近藤 裕次   ㈱京急イーエックスイン専務取締役・㈱京急百貨店 取締役（流通） 

審査委員    宮武 滋    ㈱東急ハンズ 執行役員 ＭＤ企画部長（流通） 

審査委員    大島 礼治   法政大学デザイン工学部システムデザイン学科名誉教授 

（プロダクトデザイン） 

審査委員    今澤 知江   ㈱スタジオティ 代表（流通） 

 

 (2) 審査日 

2017年３月８日（水） 

 

(3) 審査会場 

アオーレ長岡（新潟県長岡市大手通１丁目４番地10） 

 

(4) 審査基準 

会場に搬入された作品について、次の視点で非公開審査を行います。 

・ 「企画力」 

・ 「造形力・システム展開力」 

・ 「可能性」 

 

なお、次の事項に該当する作品は審査対象から除外します。また、審査結果発表後に該当すると判明したものも同様

に取り扱います。（受賞の取り消し等） 

・  本募集要項に反するもの。 

・  他の著作権、工業所有権等を侵害することが明確になったもの。 

・  公序良俗に反するもの。 

 

 (5) 賞 

ＩＤＳ大賞     １点 賞状及び副賞50万円（企画力、造形力あるいはシステム展開力、可能性の3点で最も優れた作品） 

ＩＤＳ準大賞    １点 賞状及び副賞20万円（企画力､造形力あるいはシステム展開力、可能性の3点で大賞に次いで優れた作品） 

ＩＤＳ賞       ３点 賞状及び副賞７万円（企画力、造形力あるいはシステム展開力、可能性の3点で優れた作品） 

ＩＤＳ特別賞    １点 賞状(社会的な課題の解決につながる提案型商品として、優れた特徴を持つ作品) 

ＩＤＳ審査委員賞  ６点 賞状(各審査委員の視点による優れた作品) 

 新潟日報社賞     １点 賞状(地域文化や風土に根ざした、地域活性化に資する商品として、優れた特徴を持つ作品) 

 

 

 

 (6) 発表・表彰 

発 表  2017年３月８日（水）審査終了後、入賞者には直接連絡を行います。 

表彰式  2017年３月９日（木）午前10時～ 

会 場  アオーレ長岡 

 



５ 一般公開及びステップアップフォーラムについて 

 (1) 一般公開 

 ・ 全作品を２日間にわたり一般に公開します。（入場無料） 

・ 日時 2017年３月９日（木）～３月10日（金） 

・ 会場 アオーレ長岡 

 

 (2) ステップアップフォーラム 

 ・ 出品作品の講評と今後の方向性について、審査委員と出品者が意見交換を行う参加型のイベントを実施します。 

 ・ 日時 2017年３月９日（木） 第１部11：00～  第２部13：15～ （予定） 

 ・ 会場 アオーレ長岡 

 

６ 主催者等について 

 (1) 主 催 

公益財団法人にいがた産業創造機構（ＮＩＣＯ） 

 

(2) 共 催 

新潟県、長岡市 

 

 (3) ＩＤＳ総合プロデューサー 

黒川 玲 ＮＩＣＯアドバイザー 

 

 (4) 後 援 

経済産業省関東経済産業局、公益財団法人日本デザイン振興会、新潟日報社、 

朝日新聞新潟総局、毎日新聞新潟支局、読売新聞新潟支局、産経新聞新潟支局、日本経済新聞社新潟支局、 

共同通信社新潟支局、日刊工業新聞社新潟支局、NHK新潟放送局、BSN新潟放送、N S T、TeNYテレビ新潟、 

UX新潟テレビ21、エフエムラジオ新潟、FM PORT 79.0、公益財団法人燕三条地場産業振興センター 

（順不同） 

 

 (5) 応募先／お問い合わせ 

〒950-0078 新潟市中央区万代島５番１号 万代島ビル９階 

公益財団法人にいがた産業創造機構 

市場開拓グループ 販売促進チーム（細貝／佐々木） 

TEL 025-246-0044  FAX 025-246-0030  E-mail : design-c@nico.or.jp 

http://www.nico.or.jp 

 

http://www.nico.or.jp/
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