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 ＮＩＣＯ(公益財団法人にいがた産業創造機構)では、第 30 回ニイガタＩＤＳデザインコンペテ

ィション2020 の表彰式を令和2年 2月 20日(木)10:00よりアオーレ長岡にて開催します。 

 30 回目を迎える当コンペティションは、県内企業の商品開発力を高め、新潟の「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

しい仕組み」の提案を募集し表彰するもので、今回は県内の企業・個人又は団体など55者から66

作品の応募がありました。 

 ２月 19 日(水)に各界の専門家による審査会でＩＤＳ大賞／新潟県知事賞など 13 賞を決定し、

受賞結果は20日(木)の表彰式で発表いたします。 

 是非、表彰式を取材いただきますようお願いいたします。 

 また、表彰式後には大賞、準大賞の受賞者より、受賞のコメントや作品に込めた思いなどを語

っていただくプレゼンテーションと取材対応の時間を設けることといたします。審査員の同席も

予定しておりますので、合わせて取材いただきますようお願い申し上げます。 

記 

●第 30回ニイガタＩＤＳデザインコンペティション2020 概要 

【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】66作品(出品者数：55者) 

【タイムスケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※コンペティション開催に合わせNICOの支援事業を紹介する「NICOフォーラム2020」もアオーレ長岡

にて開催しています。 

【添付資料】 

・開催要項 ・NICOフォーラム2020チラシ ・ニイガタIDSデザインコンペティションについて 

 

（公財）にいがた産業創造機構 経営支援グループ 市場開拓チーム  担当：河村／石平 
〒950-0078 新潟市中央区万代島5番1号「万代島ビル」９階 

TEL：025-250-6288（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> 

第30回ニイガタＩＤＳ
イデス

デザインコンペティション2020 

表彰式及び受賞者によるプレゼンテーションを開催します。 

10:30～17:00 審査会（非公開）

10:00～10:40 表彰式（結果発表と賞状授与、土居輝彦審査委員長による総評）

10:40～11:10 受賞者（大賞、準大賞）によるプレゼンテーション、取材対応

13:00～14:00 デザインセミナー①　土居輝彦が見た新潟のポテンシャル

14:15～15:45 デザインセミナー②　ニイガタＩＤＳデザインコンペティション2020講評

10:00～17:00 一般公開

10:00～15:00 一般公開

令和2年2月19日(水)

令和2年2月20日(木)

令和2年2月21日(金)



令和元年10月15日 

 

第 30回ニイガタＩＤＳデザインコンペティション 2020募集要項 

 

経営支援グループ市場開拓チーム(生活関連担当) 

 

 

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「新しい仕組み」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 応募登録期間 

2019年 10月 15日（火） ～ 2019年 12月 26日（木） 

 

③ 応募方法 

所定の応募登録用紙に必要事項を記載の上、期間内に応募フォームまたはＥメールにて事務局ま

でご提出ください。 

 

④ 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。 

応募登録受理後に、点数に応じた金額の請求書を発行します。 

 

⑤ 応募点数 

応募点数に制限はありません。 

 

⑥ 応募対象作品 

・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 2019 年１月１日～2019 年 12

月 31日に試作発表、新作発表するのもの。 

・応募登録時の内容と審査時の内容が同一であること。 

・効果効能をうたう作品の場合は、関連法規等に準じた科学的な裏付けがあること。 

・応募登録後に、事務局が応募内容について要件との適合性を確認します。要件を満たさない場

合は、審査対象とならない場合があります。 



・作品の著作権、知的財産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。 

・審査時に提出いただく作品は、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。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。 

 

⑦ 作品の搬入・搬出 

・搬入出日   搬入日：2020年 2月 18日（火） 搬出日：2020年 2月 21日（金） 

・搬入出場所  アオーレ長岡（新潟県長岡市大手通１丁目４番地 10） 

・搬入方法   応募者が直接会場へ搬入出を行い、搬入出にかかる経費については応募者が負

担するものとします（詳細は別途ご案内します）。 

 

⑧ 搬入した作品展示についての取り扱い 

・本コンペは、安全上及び衛生管理上適切な措置を取った上で開催いたします。 

・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。 

・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。 

・展示方法等について事務局の指示に従うこと。 

 

４ 審査について 

① 審査委員 

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（パブリッシング） 

審査委員 

和田 裕 公立大学法人長岡造形大学 副理事長・学長（プロダクトデザイン） 

山下 いずみ 株式会社東急ハンズ 執行役員 ＭＤ企画部長（流通） 

小関 隆一 RKDS代表（プロダクトデザイン） 

柳沼 周子 
株式会社エンファクトリー ショッピングユニット チーフバイヤー 

兼 STYLE STORE マネージャー（流通） 

坂井 ﾌﾚｼﾞｱｰﾉ 勇磨 株式会社マクアケ キュレーター本部 キュレーター（情報／流通） 

② 審査日 

2020年 2月 19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。 

①「企画力」 

②「造形力・システム展開力」 

③「可能性」 

なお、次の事項に該当する作品は審査対象および一般公開、ホームページでの公開の対象から

除外する場合があります。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、知的財産権等を侵害するおそれがあるもの。 

・公序良俗に反するおそれがあるもの。 

・事務局の指示に従わない場合。 

 

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) 

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

・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) 

 

⑥ 発表・表彰 

発 表：2020年 2月 20日（木）表彰式内 ※入賞者には前日の審査終了後直接連絡を行います。 

表彰式：2020年 2月 20日（木）午前 10時～ 

会 場：アオーレ長岡 交流ホール A 

 

５ 一般公開について 

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 2020年 2月 20日（木）～2月 21日（金）会場 アオーレ長岡 アリーナ 

 

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（予定） 

新潟県、長岡市 

 

③ 後 援（予定） 

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、ＮＨＫ新潟放送局、ＢＳＮ新潟放送、ＮＳＴ新潟総

合テレビ、ＴｅＮＹテレビ新潟、ＵＸ新潟テレビ 21、エフエムラジオ新潟、ＦＭ ＰＲＯＴ 

79.0、公益財団法人燕三条地場産業振興センター、一般社団法人新潟県発明協会、上越市

（上越ものづくり振興センター）（順不同） 

  

７ 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 

経営支援グループ 市場開拓チーム（生活関連担当）（河村／石平） 

TEL：025-250-6288 FAX：025-246-0030 E-mail：design-c@nico.or.jp 

ホームページ：https://www.nico.or.jp/ids/ 

Facebook:https://www.facebook.com/idsdesigncompetition 
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アオーレ長岡P L A C E : www.ao-re.jp長岡市大手通1-4-10

ご来場の際は
公共交通機関を
ご利用ください

2020.2 .19 2.21wedwed wedfr i

入場
無料

Design Exhibition NICO事業PR展示 セミナー・出張相談会

NIIGATA
IDS DESIGN
COMPETITION
30th ANNIVERSARY

10:00 17:00（最終日は15:00まで）

今年で第30回の節目となる「ニイガタIDSデザインコンペティション2020」の開催に合わせ、NICOの様々な
取り組みを紹介する「NICOフォーラム2020」を開催します。デザイン関連の展示だけでなく、最新の研究会
や支援事例の紹介、各種セミナー、個別相談会等を同時開催。NICOを身近に感じていただける３日間です。



ニイガタIDSデザインコンペティション30周年記念

NICO F ORUM 2020

2.19 wed 審査（非公開）

2 .20 thu 表彰式／受賞結果発表・出品作品展示

2 .21 f r i 出品作品展示

13:00-14:00
土居輝彦が見た新潟のポテンシャル

14:15-15:45
ニイガタIDSデザインコンペティション2020講評

第30回 ニイガタIDSデザインコンペティション2020

ニイガタIDSデザインコンペティション
公式Instagramアカウントを開設しました。

百年物語
2020モデル展示

IDS  
DESIGN 

SHOP

NICO事業PR展示 セミナー・出張相談会

  第1部

  第2部

県内企業の商品開発力を高め、新潟独自のブランドを育成するために1990年より開催
しているコンペティションです。IDS(イデス)とは、In teg ra l（総合的・体系的）・
Designing（生活の資的向上を図るあらゆる創造行為）・System（県内の力を結集し
たいくつもの戦略システム）の頭文字を組み合わせた造語です。

Design Exhibition

IDSデザインコンペティションの30年を見てきた男

「土居輝彦」が選ぶ10選

NICO（公益財団法人にいがた産業創造機構）は、「新潟県の産業をもっと元気に」を使命に、チャレンジする
県内企業を応援しています。起業・創業する方、新技術・新商品開発や販路開拓等に取り組む企業の皆さまの
様々な課題に対して、ニーズに応じた支援メニューでサポートしています。

NICOって
どんなところ？?

アリーナ

防災×ライフ研究会

売れる食品づくりサポート

AI・IoTに対するNICOの取り組み
NICO、関係機関の職員による無料個別相談を実施します。お気軽にご相談ください。

出張相談会 アリーナ 事前申込優先

説明会・セミナー 市民交流ホールＡ

2 .19 wed

2 .21 f r i

13:00-17:00

13:15-16:15

ものづくり支援制度説明会・個別相談会

「はじめての海外市場開拓」セミナー 

県内企業や関係機関の皆さまどなたでもご参加いただけます。
業種や地域の垣根を超えた情報交換の場としてご利用ください。
申込方法等の詳細はNICOホームぺージをご覧ください。

ナカドマ

物産販売

東京にある新潟県のアンテナショップ
「表参道・新潟館ネスパス」

が出張販売します！

イベントの詳細、最新情報は
ホームぺージをご覧ください

NICO にいがた 〒950-0078 新潟市中央区万代島5-1万代島ビル９階
TEL　025-246-0025　 FAX　025-246-0030　 E-mail　info@nico.or.jp

アリーナ

アリーナ

2 .20 t h u 16:30-18:00（受付16:00～）
（立食形式）3,000円

デザインラボ展示

@niigata_ids_official

企業交流会
市民交流ホールＡ 要事前申込

定員
80名

【デザインセミナー】



ニイガタIDS
イデス

デザインコンペティションについて 

 公益財団法人にいがた産業創造機構と新潟県は、県内企業の商品開発力を高め、新

潟独自のブランドを育成するためのデザインコンペティションを 1990 年より毎年

開催し、新潟県内産業の活性化を図っています。 

〇ＩＤＳ
イ デ ス

とは 

ＩＮＴＥＧＲＡＬ   総合的・体系的 

ＤＥＳＩＧＮＩＮＧ  生活の質的向上を図るあらゆる創造行為 

ＳＹＳＴＥＭＳ    県内の力を結集したいくつもの戦略システム 

の頭文字を組み合わせた造語です。 

○審査について 

 商品の「企画力」・「造形力」・「可能性」を、「作り手視点」、「売り手視」、「買い手視

点」の３方向から評価し、次期商品の可能性を審査します。 

○審査委員 

 各視点を「作り手視点＝デザイナー」、「売り手視点＝バイヤー」、「買い手視点＝メ

ディア関係者」として、各業界で活躍している方を選定しています。 

〇直近の受賞作品 

 2019ＩＤＳ大賞              2019ＩＤＳ準大賞 

 TANZAKU Lamp               ＭＡＳＵＷＡ 【鉛筆切出】シリーズ 

 ストーリオ株式会社（小千谷市）       増田切出工場（三条市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018ＩＤＳ大賞              2018ＩＤＳ準大賞 

 2ドア冷凍冷蔵庫ハーフ＆ハーフ       家事問屋 2017新製品 

 ツインバード工業株式会社（燕市）      下村企販株式会社（燕市） 

 

 

 

 

 


