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I. AGE100RATING 認定制度について 
1. AGE100RATING 認定制度の目的 

超高齢社会を迎えた日本では、定年後の人生が 17 万時間にのぼるといわれています。高

齢化による社会問題は解消されず、老後に対する不安の減ることはありません。そこで

SDGs にもとづき、高齢社会の課題解決や老後の充実化に尽力する企業様を支援するため

に、人生 100 年次代協議会が創設されました。 

当協議会が実施する認定制度「AGE100RATING」は、シニアの「人生の後半」の充実へ

の貢献度が高いと認められる商品（製品だけでなく、サービスについても対象としています）

を、シニア本人の視点で評価し認定することにより、商品の社会的価値に関する情報を広く

提供し、シニアが自己の人生の後半をより艶やかに彩ることができる社会づくりに向けて、

消費者ならびに消費者の行動を誘導していくことを目的としています。 

 

2. AGE100RATING 認定制度の概要 

「AGE100RATING」認定制度では、有識者を含めた 65 歳以上の「生の声」をもとに、

「100 年存在してほしい商品」という観点から企業様のシニア向け製品・サービスを採点し、

点数に応じた 3 種類の認定を付与します。認定は PR マークや認定証などで証明すること

ができ、企業様の CSR 活動や品質向上に利用することができます。 

   

GOLD 

80 点以上 

SILVER 

79～70 点 

BRONZE 

69～60 点以上 

 

審査では、SDGs の考え方にもとづき、2000 名以上の審査関係者の意見と約 200 にわた

る審査項目から、人生後半への「貢献度」を数値化します。多数のシニア自身が審査委員会

を構成していることから、企業側の推測ではなく、現実がベースとなった、公正で信ぴょう

性の高い審査結果を可能にしています。 
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3. AGE100RATING 認定によるメリット 

本認定は、権威者や企業の意見を採用せず、第三者機関として 2000 名以上のシニアの意

見をもとに審査されることから、社会的信用度の高い認定制度として評価を得ています。そ

して「AGE100 商品」の認定を受けた企業様には、次のようなメリットが想定されます。 

 

 AGE100RATING エンブレムの使用 

「AGE100 RATING」を取得した製品・サービスは、評価クラスに応じた認定エンブレム

を使用することができます。製品・サービスの品質や性能を PR することができ、ユーザー

の信頼獲得につなげることができます。 

 

 WEB サイトへの掲載 

認定された「AGE100 商品」は、当協議会の運営する「AGE 100RATING」および 13000

以上のメディアへのニュース配信を実施します。「AGE100 PRESS」はシニア向けの大規模

情報メディアであり、個人ユーザーや企業への直接的な情報発信を可能としています。認定

を受けることで、メディアを通じた PR 活動を行うことができます。 

 

 「AGE100AWARD」へのエントリー 

金 賞 に 認 定 さ れ た 製 品 ・ サ ー ビ ス は 、 人 生 100 年 時 代 協 議 会 が 毎 年 開 催 す る

「AGE100AWARD」へ自動的にエントリーされます。 

人生後半、アクティブシニアライフに貢献した人、モノ、サービス、メディアなどを表彰

する「AGE100AWARD」においては、今年の顔ともいうべき象徴となったものを選び、授

与します。 

 

 調査データの提供（有償） 

すべてのエントリー企業様（製品・サービス）に対し、座談会や商品のモニタリング、ユ

ーザビリティ・その他調査（協議）を実施します。同サービスでは、審査で収集した膨大な

データや当法人独自のアンケート調査・モニター調査をもとに、品質向上に有効な実用性の

高い情報を提供することができます。詳しくは当協議会へお問い合わせください。 
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II. 認定のお申込みについて 
 

1. 基本的な流れ 

ここでは、AGE100RATING 認定の申し込みから認定、認定後のお手続きまでの基本的な

流れをご説明します。 

 

＜手続きの流れ＞ 

該当する商品の確認・本手引きの確認 

▼ 

認定申込 

・エントリーシート送付 

・資料・サンプル等の送付 

・エントリー料金の支払 

（申込から 2 週間以内） 

▼ 

応募登録完了 

▼ 

審査委員会による認定審査 

▼ 

審査結果の通知 

（当社による 13000 メディアへの NEWS 配信） 

▼ 

エンブレム使用申込・使用料の支払 

▼ 

エンブレム使用許可・データ引き渡し 

 

 

2. AGE100RATING 事業の対象となる商品の基本的な要件 

 AGE100RATING 事業の対象となる商品は、シニアの生活に寄与する効果が高く、これ

を消費者に奨励することがシニアの人生を楽しく、健康に、アグレッシブにすると認められ

る商品とします。 

 また、AGE100 商品は、国内製品、外国製品を問わず日本国内で販売される商品で、

AGE100RATING 事業が対象とする商品に該当し、かつ、上記の手続きにより認定を受け

たものに限られます。 

 

1 か月程度 
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3. AGE100RATING 商品認定申込者の要件 

  AGE100RATING 商品（以下、「AGE100 商品」という。）の認定申込は、原則として上記

の対象商品の製造事業者で、その商品について AGE100 商品としての認定を希望する方に

行っていただきます。 

  販売事業者は、自社開発商品について申込むことができます。販売事業者が他社開発商品

について申込む場合は、製造事業者の発行した申込承諾書の写しを添付して下さい。 

  外国製品については、輸入取扱事業者（外国企業の支店、代理店等を含む。）からも申込

むことができます。輸入取扱事業者が申込を行う場合は、その商品の製造事 業者（外国企

業）の発行した申込承諾書の写しを添付して下さい。 

  発注者は、特別仕様品であって自ら使用または無償で配布する商品について申込む   

ことができます。発注者が他者開発商品について申込む場合は、製造事業者の発行した申込

承諾書の写しを添付して下さい。 

 

4. 申込に必要な書類 

 ・AGE100RATING 商品認定エントリーシート（メールフォーム、E-mail 含む） 

 ・エントリーシートの添付物等 

   ・審査用画像ファイル（必須） 

   ・公開用画像ファイル（必須） 

   ・商品の現物（任意） 

   ・関係法律、日本工業規格等への適合を証明する書面の写し（任意） 

・その他、補足説明や認定を優位にするために必要な資料等（任意） 

＊商品・業界ごとによって、すでに公開されている他の認定機関等による 

評価の状況（ユニバーサルデザイン、エコマーク、特定保健用食品等）も 

加味して審査するものとします。 

なお、ユニバーサルデザイン、エコマーク、特定保健用食品等を有してい 

る場合は、審査項目の大半をクリアしているため、自動的に GOLD 認定 

がされます。 

 

送付先 

  〒 101-0054 

  東京都千代田区神田錦町 3-6 山城第三ビル 6F 

    一般社団法人 人生 100 年時代協議会 宛 

   ※「AGE100RATING 商品認定申込書類在中」と明記ください。 
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5. エントリー料金 

  AGE100 商品の認定申込にあたっては、原則として１商品ごとに 68,000 円（税別）のエ

ントリー料金をお支払いいただきます。 

  同一の申込者が複数商品の認定を受けようとする場合、前項の規定に関らず、２商品目以

降のエントリー料金は 48,000 円（税別）となります。 

 審査料のお支払方法は銀行振込となります。 

振り込み先銀行名：三井住友銀行（0009） 

支店名：目白支店（677） 

預金種別：普通 

口座番号：6990847 

口座名義：一般社団法人人生 100 年時代協議会 

 

支払期限は、エントリー申込み後 2 週間以内となります。商品認定を申し込んだ日から 2 週

間以内にエントリー料金の支払いがない場合、当該申込は取り消されたものとみなします。 

 

 審査は審査料金のお支払い確認後に着手いたします。 

 応募者が自治体、国公立機関（学校、病院、博物館など）、独立行政法人、公社、認定 NPO

法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人の場合は、審査料が 10%割引となりま

す。 

 

6. 応募に係る留意事項について 

 エントリー期間の定めはありません。常時受け付けております。ただしエントリー時期によ

り「AGE100AWARD」半期・年間表彰の対象時期が異なります。 

 エントリーに関わる個人情報は、協議会からの連絡及び、案内や質問に対する回答を目的と

した諸連絡や資料の送付に利用いたします。 

 サンプルの送付に関してはエントリー会社がすべての責任を負うものとします。主催者側

では輸送中の事故等については、一切責任を負いかねます。 

 いかなる場合であっても、審査料の払い戻しは行いません。 

 応募作品の特許、商標、著作権などについては、事務局では関知いたしません。応募内容に

ついてのみ審査を実施します。応募後に上記に関する問題が発生した場合でも、人生 100 年

時代協議会ではその責任を負いかねますのでご注意ください。 
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III. 審査及び認定について 
「AGE100RATING」の認定審査は、一般社団法人人生 100 年次代協議会が設置する

「AGE100RATING 審査委員会」が行います。 

 審査委員会は、シニアライフに関する専門家や有識者及び 2,000 人以上のシニア本人に

よって構成され、AGE100RATING 事業及び AGE100 商品の認定に関する審査を行います。 

 

1. AGE100 商品の認定要件 

 AGE100 商品の認定にあたっては、審査委員会が別途定める認定項目及び採点基準によ

り、商品のシニアの生活に対する貢献度を数値化し、点数に応じて以下のとおり認定します。 

 

   

GOLD 

80 点以上 

SILVER 

79～70 点 

BRONZE 

69～60 点以上 

 

審査の結果、60 点未満となった場合は非認定となりますが、商品やサービスを改善のう

え、再度審査申込をすることも可能です。 

審査にあたっては、審査関係者の意見と審査項目から商品の「人生後半への貢献度」を評

価するとともに、商品・業界ごとによって、すでに公開されている他の認定機関等による評

価の状況（ユニバーサルデザイン、エコマーク、特定保健用食品等）も加味して審査するも

のとします。 

なお、ユニバーサルデザイン、エコマーク、特定保健用食品等を有している場合は、審査

項目の大半をクリアしているため、自動的に GOLD 認定がされます。 

 

2. AGE100 商品の認定 

 審査の結果が 60 点以上で、かつ次の要件を満たしていると協議会が認めた商品について

は、AGE100 商品として認定します。 

 ①その商品が、4.に定める認定要件を満たしていること 
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 ②申込者及びその商品の製造事業者（申込者がその商品の製造事業者でない場合）が、 

関係する法令を遵守していること 

 ③その商品の品質及び安全性が、関連する法規、基準、規格などに合致していること 

  

3. 認定後の手続き 

審査の結果は、概ね１か月程度に応募者に通知します。 

認定された場合には、協議会ホームページにその旨を掲載するほか、賞状及び副賞を贈呈

します。 

 認定結果が SILVER・BRNZE・不認定であった場合は、ご希望により、認定結果の詳細

をお伝えし、GOLD 認定への改善をすることが出来ます。詳細は直接お問合わせください。 

 

4. 認定に係る留意事項 

応募者またはその商品が本要領及び本事業に関する諸規定に違反した場合、その認定を

取り消すことがあります。また認定作品が、知的財産権など第三者の権利を侵害するもの、

安全性等の問題で社会的に損害を及ぼすものと公に判断が下された場合も、認定取り消し

となります。 

 

5. AGE100 商品認定の有効期間 

 商品認定審査により、認定を受けた商品の認定の有効期間は、認定日より 1 年間します。

したがって、その後有効期限までの間に、いくつかの小改定が行われた場合にも、当該商品

が審査時の認定要件を満たしている限りその認定は有効となります。また、認定基準書の有

効期限が、手順に則って延⾧された場合には、その延⾧された有効期限の日まで認定は有効

となります。 
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IV. エンブレムの使用 
「AGE100」、「AGE100RATING」、および「エンブレム」の商標権は一般社団法人人生 100

年時代協議会が保有しています。当協会は、エンブレムが不正に使用された場合には、使用

契約の解除その他必要な法的措置をとることができます。また、AGE100 商品の認定後、認

定基準に対し適合が維持されていない場合には、当協会は適切な是正措置を求めるととも

に、場合によっては認定の取消を行うことがあります。 

 

受賞者には、商品等に貼付するエンブレム（ロゴ）をデジタル形式で供与することができ

ます。 

利用可能期間は 1 年間で、事前にロゴ使用の申し込みと使用料のご入金が必要です。 

供与されたデジタル形式によるロゴ（エンブレム）の使用は、受賞該当の商品（サービス、

店舗等）に限り使用可能です。 

また、印刷されたロゴシールの購入も可能です。詳細は直接お問い合わせください。 

 

1. エンブレムの使用申し込み 

 AGE100 商品の認定を受け、エンブレムを使用するにあたっては、認定取得者は一般社団

法人人生 100 年時代協議会へエンブレム使用の申し込みを行い、かつ次項に記載の使用料

をお支払いください。 

使用申込及び使用料納入の確認後、当協議会は申込者へエンブレム使用を許可し、エン

ブレムの画像データをお渡しします。 

 

2. エンブレムの使用料 

 エンブレム使用料は、認定商品 1 件につき、年間 240,000 円（税別）となります。 

エンブレム使用料は、使用者ごとに、保有する全 AGE100 商品に対する１年間の使用料

金を一括してお支払いください。使用料は第５条に定める基準日から１年間を対象としま

す。以後２年目以降も、エンブレム使用契約を継続されている限り毎年同じ期間となりま

す。 

 エンブレム使用料のお支払いがない場合には、エンブレム使用者の保有する全 AGE100

商品について、エンブレム使用契約は解除されたものとみなします。また、エンブレム使

用者側の事由によりエンブレムの使用を中止した場合には、既納の使用料は返還できませ

ん。 

 

3. エンブレム使用にあたっての留意事項 

 エンブレムの使用にあたっては、以下の事項を遵守してください。 

また、「AGE100RATING エンブレム使用規定」を遵守するものとします。 

 色・形状・エンブレム内の文字等は、改変せずに使用してください。 
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 サイズは変更できますが、縦横比は変更しないでください。 

 本エンブレムを模倣したり、デザインの一部として使用したり、他のデザインと組み合

わせて一体のものとして使用することはできません。 

 本エンブレムは、一般社団法人 人生 100 年時代協議会および AGE100RATING 事業

を誹謗中傷するような形で使用してはなりません。 

 本エンブレム及びその名称を、他者の名称、製品名、サービス名として使用することは

できません。 

 できる限り「AGE100RATING」認定商品である旨の文言を併せて掲載してください。 

 

4. エンブレムの商標権、他 

 エンブレムの商標権は一般社団法人人生 100 年時代協議会が保有しています。当協会は、

エンブレムが不正に使用された場合には、使用契約の解除その他必要な法的措置をとるこ

とができます。また、AGE100 商品の認定後、認定基準に対し適合が維持されていない場合

には、当協会は適切な是正措置を求めるとともに、場合によっては認定の一時停止または取

消を行うことがあります。 


