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PRESS RELEASE
【報道関係各位】

さまざまな社会課題を「子ども視点」で解決

「第12回キッズデザイン賞」受賞作品252点を発表！
～各大臣賞などの優秀作品は9月25日(火)発表予定！～

特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会*は、8月24日(金)に子どもの安全・安心と健やかな成長発達に役

立つ優れた製品・空間・サービス・研究活動などを顕彰する「第12回キッズデザイン賞」の受賞作品 252点を、発表

しました。

2007年の創設以来、「すべての子どもは社会の宝であり、私たちの未来そのものです。」を基本方針に掲げ活動を

継続してきました。今回も全国の企業だけでなく、自治体や教育機関・NPOなど様々な団体から応募いただき、累

計で応募数は4,549点、受賞数は2,705点となりました。

今回は新カテゴリーとして近年増加傾向にあった「アプリケーション・サービス」を独立させ、共働き家庭や不安になり

がちな妊娠時期をサポートするサービスなど多数の応募がありました。

*キッズデザイン協議会 東京都港区虎ノ門 会長：山本 正已（富士通株式会社 取締役会長）

※これまでの受賞作品をWebでご覧いただけます。 URL： http://www.kidsdesignaward.jp/search

「第12回キッズデザイン賞」トピックス

前回の表彰式

◆「アプリケーション・サービス」カテゴリーを新設
第12回となる今回、新カテゴリーとして「アプリケーション・サービス」を新設いたしました。教育・子育ての分野でのICTの活用が進

み、子育て世代に役立つモバイル・アプリや子ども・子育ての世代に役立つ様々なサービスの応募が年々増加しており新設にいた

りました。

◆企業と地域が連携！注目が集まる地域理解・地域交流の取り組み
個人や企業が取り組む地域交流が浸透する中で、近年は企業と自治体による連携が加速し他の自治体や地域でも展開可能

な課題解決型の先進例となる取り組みの応募が複数見受けられました。

◆最近注目されているSTEAMなどAI時代に対応した教育プログラム
2020年度、小学校で必修化となる「プログラミング教育」をきっかけに、教育分野で今話題のSTEAM（Science、

Technology、 Engineering、Art、Mathematicsの略）に基いた教育プログラムの応募がありました。自らイノベーションを生

み出せる、創造性豊かな人材を育成する新たな教育手法に注目が集まっています。

◆保育園や幼稚園の応募は昨年に続き応募増加
待機児童問題を解消すべく全国で保育施設の新設が進んでおり、今回も多くの保育園や幼稚園の応募がありました。

都市の限られた条件の中で、子どもが健やかに育つ環境づくりや、子どもの身体的発育を促す工夫のある施設などが受賞しました。

◆最優秀賞などの発表・表彰式 ※詳細後日発表

日程：9月25日(火) 場所：六本木アカデミーヒルズ

本日の受賞作品の中から、最優秀賞「内閣総理大臣賞」

など優秀作品を発表、表彰式を行います。

前回の内閣総理大臣賞

西武鉄道株式会社
新型通勤車両40000系

2018年8月24日

http://www.kidsdesignaward.jp/search
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「第12回キッズデザイン賞」実施概要

特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会

経済産業省、内閣府、消費者庁

キッズデザイン賞は、子どもや子どもの産み育てに配慮したすべての製品・空間・

サービス・活動・研究を対象とする顕彰制度です。

キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊

かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、製品・空

間・サービス・活動・研究の中から優れた作品を選び、広く社会に発信していくこと

を目的に創設されました。

子ども用にデザインされたものはもちろん、大人・一般向けに開発されたものでも、

子どもや子育てに配慮されたデザインであればすべてが対象となります。

キッズデザイン賞を受賞した作品には「キッズデザインマーク」をつけることが認め

られ、販売促進活動や広報活動などで、その成果を広く社会にアピールすることがで

きます。 ※キッズデザイン賞での｢子ども｣の対象は、０～１５歳までを指します。

2018年3月1日(木) ～ 5月11日(金)

キッズデザイン賞webサイト＜https://kidsdesignaward.jp/＞より受付

受賞数 252点（応募数：468点）

応募者は、キッズデザインの 3つのデザインミッションから設けられた以下より応募部門を選択。

《子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン》 ・・・ 75点

子どもの安全・安心に寄与する製品、建築・空間、サービス、活動、研究など。子ども向け、あるいは一

般向けの製品、建築・空間、サービス、活動、研究において、安心・安全に配慮されたもの。

《子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン》 ・・・ 102点
子どもの創造性や感性に寄与する製品、建築・空間、サービス、活動、研究など。子どもの創造性・感性

の育成、多様な知識の習得や運動能力の向上に役立つもの。また、そこに新たな発想、工夫、手法がある

もの。

《子どもたちを産み育てやすいデザイン》 ・・・ 75点
子どもや子育てに関わる人々に寄与する製品、建築・空間、サービス、活動、研究など。

妊娠・出産・子育てに関わる人が利用する製品、建築・空間、サービス、活動、研究において、

安全かつ楽しく育児に取り組める工夫がなされたもの。保育園、学校、自治体、地域などで利用されるも

のも含む。また、子育て期の男女が、育児や仕事、地域との交流などに積極的に参加するための新たな発

想、工夫、手法があるもの。

Ａ．プロダクト

Ｂ．アプリケーション・サービス〈新設〉

Ｃ．建築・空間

Ｄ．コミュニケーション

E ．調査・研究 ※データ公開を原則として審査料無料

【主 催】

【後 援】

【概 要】

【募集期間】

【応募方法】

【受賞数】

【部門】

【カテゴリー】

2018年8月24日

https://kidsdesignaward.jp/
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【報道関係者からのお問合せ先】

「第12回キッズデザイン賞」 広報事務局（カーツメディアワークス内） 澤田・田口・小石

TEL：03-6427-1627 FAX：03-6730-9713 E-mail：info@kartz.co.jp

【企業様からのお問合せ先】

「第12回キッズデザイン賞」 事務局 TEL：03-5405-2142 FAX：03-5405-2143 （平日10:00-17:00）

主催：特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会 TEL：03-5405-2141 FAX：03-5405-2143

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル７階

審査委員長

■「第12回キッズデザイン賞」審査委員

■賞の構成

審査委員紹介URL：https://kidsdesignaward.jp/examination/member.html

■キッズデザイン協議会とは

キッズデザイン協議会は、次世代を担う子どもたちの安全・安心の向上と、健やかな成長発達につながる社会環境の創出のために、さまざま

な企業・団体が業種を超えて集い合うNPOです。キッズデザインの理念を広く普及・啓発し、子ども目線での製品・コンテンツ開発が拡大し

ていくことを目的としています。 会員数113:   企業70 団体・個人18 自治体25 （2018年8月現在）

益田 文和 (インダストリアルデザイナー／オープンハウス 代表取締役)

赤池 学 (科学技術ジャーナリスト／ユニバーサルデザイン総合研究所 所長)

無藤 隆 (教育心理学者／白梅学園大学大学院 特任教授)

持丸 正明 (産業技術総合研究所 人間情報研究部門 研究部門長)

山中 龍宏 (小児科医／緑園こどもクリニック 院長)

赤松 佳珠子（建築家／CAtパートナー／法政大学 教授）

赤松 幹之 (産業技術総合研究所 自動車ヒューマンファクター研究センター 首席研究員)

五十嵐 久枝（インテリアデザイナー／武蔵野美術大学 教授）

大月 ヒロ子 (ミュージアム・エデュケーション・プランナー／イデア 代表)

岡﨑 章 (拓殖大学 教授／理工学総合研究所 所長）

定行 まり子 (日本女子大学 教授）

竹村 真一 (文化人類学者／京都造形芸術大学 教授／Earth Literacy Program 代表)

西田 佳史 (産業技術総合研究所 人工知能研究センター 首席研究員)

橋田 規子 (プロダクトデザイナー／芝浦工業大学 教授)

水戸岡 鋭治 (デザイナー／ドーンデザイン研究所 代表)

宮城 俊作 (ランドスケープアーキテクト／設計組織PLACEMEDIA・パートナー)

森本 千絵 (コミュニケーションディレクター／アートディレクター)

山中 敏正 (筑波大学 芸術系 教授／ 同大学院 人間総合科学研究科副研究科長･感性認知脳科学専攻長）

副審査委員長

審査委員

【50音順】

2018年8月24日

https://kidsdesignaward.jp/examination/member.html
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第12回キッズデザイン賞 受賞作品一覧（株式会社などを除いた50音順）

No 応募団体名
本社

所在地
応募作品名

1 アアキ前田株式会社 沖縄県 愛和保育園

2 ARK's 東京都 norokka ポップアップレインカバー

3 I-ANGEL Co.,Ltd. 東京都 MAGIC 7 ヒップシートキャリア

4 株式会社ICON ／ 西村拓紀デザイン株式会社 神奈川県 KUMIITA

5 株式会社赤ちゃん本舗 大阪府 ナインフリー　シリーズ

6 株式会社赤ん坊カンパニー 東京都 ベビーカーフックシリーズ

7 株式会社アプリボット 東京都 QUREO(キュレオ)

8 アボットジャパン株式会社 東京都 ラボセミナー

9 アルネットホーム 埼玉県 子育てママをハッピーにする ｢トモラクの家｣

10 石川恭温アトリエ 一級建築士事務所 ／ 社会福祉法人神戸保育会 東京都 尾山台みどり保育園

11 株式会社イシンホールディングス 岡山県 床暖冬涼夏

12 株式会社イシンホールディングス広島支店 広島県 mama's dream HOUSE

13 株式会社一条工務店 東京都 親子情報ステーション　リモコンニッチsa

14 市場株式会社 兵庫県 E-ko premier AJITO

15 一級建築士事務所　なかおデザイン室 ／ 株式会社佐野製材所 ／ 一條ランバー株式会社 千葉県 旅するランバー・トレイン　ー子どもと旅する木の列車ー

16 VIVITA株式会社 福岡県 VIVISTOP

17 ウエスティ工業株式会社 滋賀県 ぐるっと楽々ふとんカバー

18 ウッドライフホーム株式会社 富山県 「ストレージ」ver2

19 株式会社unouplus 神奈川県 かみなしばい

20 エースチャイルド株式会社 東京都 こどもセキュリティ『Filii』（フィリー）

21 エキサイト株式会社 東京都 ウーマンエキサイト「WEラブ赤ちゃんプロジェクト」

22 江崎グリコ株式会社 大阪府 グリコ幼児のみものシリーズ（4本パック）

23 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都 日興の出張授業と企業見学

24 ＳＣＳＫ株式会社 ／ 特定非営利活動法人ｃｏｌｌａｂｌｅ 東京都 ＣＡＭＰフリフリすごろわワークショップ

25 エソラワークス 兵庫県 キッズ向け携帯電話カバー「Pulllu －ぷるる－」

26 株式会社NTTドコモ 東京都 dキッズ

27 NTT都市開発株式会社 ／ 株式会社日立ライフ ／ 株式会社長谷工コーポレーション 東京都 ウエリスつくば竹園

28 株式会社エムナ 大分県 除菌型消臭剤ＰＣＫシリーズ【エアーウォッシュ】

29 株式会社エムナ 大分県 除菌型消臭剤PCKシリーズ【エアーグリーン35】

30 株式会社エレグランス 東京都 洗濯機で洗えるシルク100%TAMAMONOロングライフベビー肌着

31 エンパイヤ眼鏡株式会社 大阪府 こども用メガネＳｕｎｎｙ　Ｓｍｉｌｅ　ＳＳ－００１

32 株式会社旺文社 東京都 みいつけた！うたってあそんで★オイース！

33 近江八幡市 滋賀県 SDGsこども見守り隊「きみも今日からきりっこキッズ見守り隊」

34 株式会社オカムラ 神奈川県 フィロル

35 一般社団法人親子健康手帳普及協会 東京都 20年をつづる母子健康手帳2018年度版

36 株式会社学研教育みらい 東京都 クロックスケジューラー

37 株式会社学研教育みらい ／ ミズノ株式会社 東京都 ヘキサスロンGM

38 株式会社学研ステイフル 東京都 kazokutte

39 株式会社カラーコード ／ 特定非営利活動法人NPOサプライズ 東京都
書く！描く！撮る！子どもたちが作るローカルマガジンCOLOMAG

project

40 ガロー株式会社 大阪府 はだふれ

41 株式会社川島真由美建築デザイン ／ 学校法人勿来中野学園 埼玉県 認定こども園　なこそ幼稚園

42 株式会社KANSEI DESIGN 東京都 痛み評価ツール[Pamin]

43 株式会社感動ハウス ／ 株式会社感動VC 山形県 子育てにやさしい住まいルミナス

44 株式会社キザキ 長野県 視覚障がい者用杖（白杖）

45 株式会社キノアーキテクツ 東京都 大空と大地のなーさりぃ 下井草駅前園

46 キャスタリア株式会社 東京都 Ozobot 2.0 Bit

47 株式会社キャリーオン 東京都 キャリーオン

48 株式会社キャリーオン 東京都 こども服みらいファンド

49 Qrio株式会社 東京都 Qrio ただいまキット

50 クツワ株式会社 大阪府
こどもの「成長」と「自立」をサポートするおうち文具シリーズ

metete

51 クツワ株式会社 大阪府 防水防犯アラーム

52 グラウンド・ワークス株式会社 静岡県 ハーベスト豊沢

53 一般財団法人グリーンクロスジャパン 埼玉県 「みどりの小道」環境日記

54 グローバル電子株式会社 東京都 シエスタＢｅＢｅ

55 京王電鉄株式会社 ／ 株式会社丹青社 東京都 京王あそびの森HUGHUG

56 京阪電鉄不動産株式会社 大阪府 ファインシティ王子神谷リバー&フォレスト

57 京阪電鉄不動産株式会社 ／ 日本土地建物株式会社 ／ ＪＲ西日本プロパティーズ株式会社 大阪府 ディスカバテラスプロジェクト

58 社会福祉法人江東園 ／ 株式会社プラスニューオフィス 東京都 江東園つばき保育園

59 コープデリ生活協同組合連合会 埼玉県 コープデリの子育て応援

60 国土建設株式会社 和歌山県 応急避難施設

61 国土建設株式会社 和歌山県 床暖房対応針葉樹フローリング

62 株式会社コサイン 北海道 coitti シリーズ

63 株式会社ゴジョウ 広島県 愉しみ標準仕様の家

64 株式会社ゴジョウ ／ ArrrK株式会社 広島県 KIZ Eye（子供目線体験ツール）

65 株式会社コスモスイニシア 東京都 街に花と笑顔を増やす「ハナサカ」活動

66 Connected Industries株式会社 ／ 株式会社インキュビット 東京都 病児保育ネット予約サービス「あずかるこちゃん」

67 株式会社コビーアンドアソシエイツ ／ 社会福祉法人コビーソシオ 千葉県 COBY SUMMER ADVENTURE 2017



5/7ページ

No 応募団体名
本社

所在地
応募作品名

68 コンビ株式会社 東京都
コンビ　ホワイトレーベル　アンブレッタ　４キャス　エッグショッ

ク

69 コンビ株式会社 東京都 はじめておはし

70 コンビウィズ株式会社 東京都 Combi　おむつ替えペーパーシート　専用紙ホルダーセットPC21

71
学校法人桜木幼稚園 ／ 稲荷明彦建築研究室 ／ 有限会社宮坂建築設計事務所 ／ 株式会社トー

ケン ／ 多和良屋
石川県 さくらぎ幼稚園

72 社会福祉法人笹の芽会 ／ 株式会社ジャクエツ環境事業 福井県 かわば森のこども園

73 株式会社sum design ／ 株式会社テンジンスタジオ 神奈川県 川和保育園

74 株式会社三栄建築設計 東京都 お母さんポスト

75 株式会社三栄建築設計 東京都 共働き世帯のための子育て支援住宅

76 三協立山株式会社 富山県 ラステラ

77 三協立山株式会社 ／ テラダデザイン一級建築士事務所 富山県 NT HANDLES

78 株式会社三葉製作所 東京都 風のない冷暖房輻射式冷暖房システムパネルシェード

79 サンヨーホームズ株式会社 大阪府 ここちｓｈＡｉｒ（シェア）

80
株式会社シード ／ 社会福祉法人おひさま会 ／ 前田建設工業株式会社 ／ 株式会社ネクスメ

ディア ／ 鴻巣市
東京都 保育・児童施設ふくろうの森

81

滋賀県立大学生活デザイン学科佐々木研究室 ／ Studio In's Factory ／

Mie MATSUBARA+Kunihiro SASAKI ／ 滋賀県立大学環境建築デザイン学科高田研究室 ／

ケイツー建築設計事務所 ／ 株式会社ヤマタケ創建 ／ 社会福祉法人どんぐり会

滋賀県 どんぐりけんだいまえ保育園

82 公立大学法人　静岡文化芸術大学　亀井暁子 静岡県 学校の動物と一緒に過ごす場所

83 株式会社SIXINCH.ジャパン 東京都 sixinch kids　やわらか遊具

84 清水建設株式会社 ／ 株式会社佐藤総合計画 ／ 株式会社フィールドフォー・デザインオフィス 東京都 松戸市立総合医療センター　小児医療センターのデザイン

85 株式会社ジャクエツ 福井県 アクティブプレイシリーズ

86 株式会社ジャクエツ 福井県 C-WARDROBE

87 株式会社ジャクエツ環境事業 福井県 きほんSORA

88 株式会社ジャクエツ環境事業 福井県 KUMO

89 株式会社ジャクエツ環境事業 福井県 らくらく園児管理

90 株式会社ジャストシステム 東京都 スマイルゼミ 小学生コース

91 株式会社ジンズ 群馬県 JINS 花粉Cut Junior

92 すぎはらけいたろう ／ 社会福祉法人三篠会 ／ 株式会社ヒキダシ 東京都
重症児・者福祉医療施設「ソレイユ川崎」と 施設内保育所「それいゆ

保育園」改修

93
株式会社スペース ／ 株式会社セブン&アイ・クリエイトリンク ／ 株式会社スイミーデザイン

ラボ
東京都 Ario Kurashiki ATFAMILY

94 スマートシッター株式会社 東京都 スマートシッター

95 住まいのアトリエ　井上一級建築士事務所 東京都 代沢ききょう保育園

96 住友林業株式会社 東京都 オリジナルウッドデッキ

97 住友林業株式会社 東京都 DUE CLASSO

98 特定非営利活動法人3keys 東京都 10代向け支援サービス検索・相談サイト「Mex（ミークス）」

99 医療法人清慈会 鈴木病院 ／ 株式会社日建設計 ／ 合同会社＋wow design associates 東京都 母と子のふれあいひろば

100 学校法人清和幼稚園 ／ 株式会社イチバンセン 東京都 清和幼稚園

101 積水ハウス株式会社 大阪府 トモイエ　共働きファミリーが暮らす家

102 積水ハウス株式会社 ／ 株式会社ネス・コーポレーション 大阪府 ベリーベアー深川冬木

103 積水ハウス株式会社 ／ 不二サッシ株式会社 大阪府 イーズ引手

104 株式会社SOU建築設計室 ／ 社会福祉法人みわの会 東京都 MIWA木場公園保育園

105 ソニー株式会社　MESHプロジェクト 東京都 MESH

106 株式会社そらのまち保育園 ／ 安江怜史建築設計事務所 ／ 内村建設株式会社 鹿児島県 そらのまちほいくえん

107 大王製紙株式会社 東京都 ＧＯＯ．Ｎ　まっさらさら通気

108 タイガー魔法瓶株式会社 大阪府 転倒止水機能付き　電気ケトル　PCM-A型

109 ダイキン工業株式会社 ／ 積水ハウス株式会社 大阪府
マルチエアコン小空間マルチカセット「ココタス（スマートパトロー

ル運転プラス）」

110 大成建設株式会社一級建築士事務所 東京都 戸田東幼稚園

111 大日本印刷株式会社 東京都 &HAND（アンドハンド）

112 タカノ株式会社 長野県 LAPS kids

113 株式会社竹中工務店 ／ 学校法人睦学園兵庫大学附属加古川幼稚園 大阪府 加古川幼稚園

114 丹平製薬株式会社 大阪府 ベビー薬用あせもシート モモセア

115
チーム高橋るみ子（宮崎大学元准教授） ／ 特定非営利活動法人MIYAZAKI C-DANCE

CENTER ／ 有限会社大塚台夕月　きらきらアート保育園
宮崎県 劇場に子どもたちを招き入れる新しい遠足の形「アート遠足」

116 チヨダウーテ株式会社 三重県 コーナーボード

117 つくば市総合教育研究所 茨城県 つくば７Ｃスタディ

118 株式会社T&Gインターナショナル 大阪府 NO5neo・NO5+

119 Ｔ－ＫＩＤＳ株式会社 東京都 T-KIDSシェアスクール

120 特定非営利活動法人DeepPeople 大阪府 食べ残しNOゲーム

121 株式会社TAIL HOOK 熊本県 omodok

122 株式会社Digika 東京都 そろタッチ

123 株式会社手塚建築研究所 ／ 株式会社TiS & PARTNERS 東京都 あさひ幼稚園

124 株式会社テノ．コーポレーション ／ a_d_d_o一級建築士事務所 ／ 丸善雄松堂株式会社 東京都 ほっぺるランド新島橋かちどき

125

株式会社電通 ／ 株式会社テレビ新広島 ／ 株式会社テレビ愛媛 ／ 株式会社テレビ長崎 ／ 青

森放送株式会社 ／ 石川テレビ放送株式会社 ／ 鹿児島テレビ放送株式会社 ／ 株式会社テレビ

西日本

東京都 はじめてばこキャンペーン

126 電通ライブ株式会社 ／ パナソニック株式会社 東京都 KWNグローバルサミット

127 東京都住宅供給公社 東京都 向原住宅団地再生事業
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128 東京トヨペット株式会社 ／ 株式会社ネス・コーポレーション ／ ミサワホーム株式会社 東京都 ぶ～ぶキッズまごめ・ナーサリールーム ベリーベアー西馬込

129 東北日本ハム株式会社 山形県 お米で作ったしかくいパン

130 東北日本ハム株式会社 山形県 お米で作った食パン

131 株式会社時設計 ／ 社会福祉法人諏訪福祉会 ／ WEDGE＋ 東京都 SUWAこども園

132 株式会社時設計 ／ 社会福祉法人正光会 東京都 古里っこ　ぼうけんの森

133 株式会社時設計 ／ 学校法人聖明学園　古和釜幼稚園 ／ 西武緑化管理株式会社 東京都 古和釜ビオトープ

134 株式会社時設計 ／ 社会福祉法人明和福祉会 東京都 認定こども園安養保育園

135 株式会社富山市民プラザ ／ 正栄産業株式会社 富山県 ママとキッズのなかよし広場「HUGHUGすまいる」＆「まるーむ」

136 豊田市男性保育師連盟 愛知県 子育て戦隊パパレンジャー

137 トヨタ自動車株式会社 愛知県 くるま育　中高生向けプログラム

138 株式会社トラーナ 東京都
"トイサブ！" 知育玩具の定額制サブスクリプション・レンタルサービ

ス

139 トライポッドワークス株式会社 宮城県 乳児午睡見守り支援システムべびさぽ

140 株式会社トレック ／ 株式会社POINT 東京都 絵と言葉のライブラリー　ミッカ

141
社会福祉法人どろんこ会 ／ スタジオ　ア・ノード一級建築士事務所 ／ 株式会社マインドス

ケープ
埼玉県 万博公園どろんこ保育園

142 仲綾子×TeamM乃村工藝社 ／ 株式会社乃村工藝社 東京都 書籍・こどもとおとなの空間デザイン

143 長門おもちゃ美術館 大阪府 長門おもちゃ美術館

144 長野県佐久市 ／ 一般社団法人佐久医師会 長野県 教えて！ドクターこどもの病気とおうちケア

145 ナブテスコ株式会社 東京都 ナブコ自動ドア『NATRUS（ナトラス）』

146
学校法人なみき学園 ／ 株式会社小松設計 ／ ノハラ ／ 小西泰孝建築構造設計 ／ 有限会社ZO

設計室 ／ 岩上建築設計室 ／ コモレビデザイン ／ 株式会社パワーグラフィックス
神奈川県 小平なみき保育園

147 西川リビング株式会社 大阪府 クリーン・クリーン™掛けふとん

148 錦エステート株式会社 ／ 株式会社プロジェット ／ 株式会社北樹 ／ 赤川デザイン事務所 宮城県 感性の森

149 株式会社ニチベイ 東京都 ハローキティのニチベイブラインドずかん(WEB版/冊子版)

150 株式会社ニチベイ 東京都 プリーツスクリーン「もなみ」スマートコード式

151 日本科学未来館 埼玉県 Picture Happiness on Earth

152 日本工業大学　先進工学部　情報メディア工学科 埼玉県 情報ボランティア

153 株式会社ニトムズ 東京都 コロコロミニフロアクリン

154 日本エイテックス株式会社 東京都 避難くん　避難用1人抱きウエストベルトキャリー

155 一般社団法人日本カットコミュニケーション協会 岐阜県 親子で楽しく前髪カット「変身カットマスク」

156 日本航空株式会社 東京都 JAL STEAM SCHOOL

157 日本自動ドア株式会社 東京都 自動ドア装置「FJ3」

158 株式会社日本ハウスホールディングス ／ 株式会社隈研吾建築都市設計事務所 東京都 きぐみのいえ「瀬田展示場」

159
株式会社日本ハウスホールディングス ／ 滋賀県立大学　環境科学部　環境建築デザイン学科

准教授　金子尚志
東京都 めおと柱の家

160 株式会社ネクストビート 東京都 KIDSNA

161 株式会社ネス・コーポレーション ／ ミサワホーム株式会社 東京都 ナーサリールーム ベリーベアー宮崎台

162 ノーマンジャパン株式会社 東京都 NORMAN ロールスクリーン コードレスタイプ

163 学校法人柏芳学園 ／ 株式会社SAIplus建築設計事務所 神奈川県 柏の葉こども園

164 株式会社博報堂 ／ 一般社団法人シンク・ジ・アース 東京都 みんなで考える桃太郎　～新聞広告から生まれた中学校の道徳授業～

165 株式会社hugmo 東京都 hugmo

166 パナソニック株式会社 大阪府 次亜塩素酸　空間除菌脱臭機　ジアイーノ

167 パナソニック株式会社 大阪府 小学生向け介護体験学習出前授業

168 パナソニック　サイクルテック株式会社 大阪府 ギュット・アニーズ・KE     BE-ELKE03

169 パナソニック ホームズ株式会社 大阪府 家事楽スタイル

170 株式会社バハティ一級建築士事務所 ／ ヒューマンスターチャイルド株式会社 東京都 スターチャイルド《高津溝口ナーサリー》

171
阪急阪神ホールディングスグループ（阪急阪神ホールディングス㈱、阪急電鉄㈱、阪神電気鉄

道㈱、他27社）
大阪府 阪急阪神 ゆめ・まちチャレンジ隊

172 東日本旅客鉄道株式会社 東京都 多世代交流型まちづくり「コトニアガーデン新川崎」

173 東日本旅客鉄道株式会社 ／ セントラル警備保障株式会社 東京都 子ども見守りサービス「まもレール」

174 ピジョン株式会社 東京都 さく乳器　母乳アシスト

175 ピジョン株式会社 東京都 電動鼻吸い器

176 ピジョン株式会社 東京都 Runfee RA8

177 株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 学校法人北見学園 ／ interior design farm 神奈川県 MURONOKIDS SATELLITE

178
株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 株式会社KIDS DESIGN LABO ／ 株式会社アンドカンパ

ニー
神奈川県 も、の保育園みなとみらい

179
株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 株式会社KIDS DESIGN LABO ／ 特定非営利活動法人フ

ローレンス
神奈川県 おやこ基地シブヤ

180 株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 株式会社Kleur ／ 株式会社KIDS DESIGN LABO 神奈川県 LKC Nursery

181 株式会社日比野設計+幼児の城 ／ 社会福祉法人中村会 ／ 株式会社KIDS DESIGN LABO 神奈川県 SMW Nursery

182
株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 社会福祉法人UNITED FAMILY ／ 株式会社KIDS DESIGN

LABO
神奈川県 HN Nursery

183 株式会社日比野設計＋幼児の城＋福祉施設研究所 ／ 社会福祉法人陽光福祉会 神奈川県 発達支援Kiitos羽村

184 株式会社ファイブイズホーム 埼玉県 通せん戸

185 不二サッシ株式会社 神奈川県 Ｆフロント自動ドア用プロテクトスクリーン

186 富士山の銘水株式会社 山梨県 ウォーターサーバー　FRECIOUS　Slat

187 富士山の銘水株式会社 山梨県 ウォーターサーバー　FRECIOUS dewo

188 富士山の銘水株式会社 山梨県 ウォーターサーバー　FRECIOUS　dewo bottle

189 富士通株式会社 ／ 富士通デザイン株式会社 神奈川県 FUJITSU　文教ソリューション　K-12　個別学習支援　ペンまーる

190
富士通株式会社 ／ 富士通デザイン株式会社 ／ 国立大学法人香川大学 ／ 香川県教育委員会 ／

小豆島町教育委員会
神奈川県

FUJITSU　文教ソリューション　K-12　コミュニケーション支援　き

もち日記
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191 富士通クライアントコンピューティング株式会社 ／ 富士通デザイン株式会社 神奈川県 FMVキッズ　プログラミング教育に向けた取り組み

192 富士通クライアントコンピューティング株式会社 ／ 富士通デザイン株式会社 神奈川県 はじめての「じぶん」パソコン （LIFEBOOK LH series）

193 株式会社富士通ラーニングメディア 東京都 子ども向けプログラミングスクール「F@IT Kids Club」

194 ブリヂストンサイクル株式会社 埼玉県 Beak（ビーク）

195 古川製材株式会社 岐阜県 三世代リビング

196 古川製材株式会社 岐阜県
はぐはぐセミナー（ママさんと助産婦と住宅会社コラボによる子作り

子育て推進活動）

197 FULMA株式会社 東京都 YouTuber Academy

198 株式会社PLACE ／ 株式会社トッケン 東京都 おもめのベンチ

199 株式会社プレースホルダ 東京都 NUMBER SPLASH

200 株式会社プレースホルダ 東京都 PAPER RIKISHI

201 株式会社フレーベル館 東京都 ままごとつみき

202 株式会社フレーベル館 ／ 凸版印刷株式会社 印刷博物館 東京都 キンダーブックの90年－子どもたちの健やかな成長を願い続けて

203 株式会社ベビーカレンダー 東京都 ベビーカレンダーアプリ

204 popIn株式会社 東京都 popIn Aladdin

205 ボルボ・カー・ジャパン株式会社 東京都 正しい知識が命を守る・Volvo Child Safety

206 マクセル株式会社 東京都 誤飲防止パッケージ（コイン形リチウム一次電池）

207 マツダ株式会社 広島県
死角にいる子どもを守る、人間中心の設計思想に基づいた360°

ビューモニター

208 マツダ株式会社 広島県
マツダで働く「ひと」の力で、地域への貢献を目指すスペシャリスト

バンク制度

209 丸金印刷株式会社 千葉県 子ども誤飲防止機能カートン

210 三起商行株式会社 大阪府 ミキハウス　プレママ・プレパパセミナー

211 三起商行株式会社 大阪府 ミキハウス ベビースキンケアシリーズ ベビーオイル

212 三起商行株式会社 大阪府 ミキハウス ベビースキンケアシリーズ ベビークリーム

213 三起商行株式会社 大阪府 ミキハウス ベビースキンケアシリーズ ベビーソープ

214 三起商行株式会社 大阪府 ミキハウス ベビースキンケアシリーズ ベビーミルクローション

215 ミサワホーム株式会社 東京都 いきものたちの巣まい図鑑

216 水上金属株式会社 大阪府 授乳専用チェア「フェアリーチェア」

217 水上金属株式会社 大阪府 据置型立ち着替え台「オムツっ子たっち」

218 水上金属株式会社 大阪府 縦型おむつ交換台「オムツっ子Ｖ１」

219 社会福祉法人みずものがたり ／ 株式会社ジーエー・タップ 福岡県 みずから育つ おへそグループ

220 三井不動産レジデンシャル株式会社 ／ 社会福祉法人コビーソシオ ／ ミサワホーム株式会社 東京都 コビープリスクールせきまちアネックス

221 三菱地所レジデンス株式会社 ／ 学校法人自由学園 東京都
子どもが自ら考え、話し合い、身につける「そなえるカルタ」と「そ

なえるドリル」

222 三菱電機株式会社 東京都 安心・安全ライティング

223 三菱電機株式会社 東京都 ジェットタオルミニ　ＪＴ－ＭＣ１０５Ｊ

224 三菱電機株式会社 東京都 鳥の視点を体験できる「東京タワートップデッキエレベーター」

225 三菱電機株式会社 東京都 三菱レンジグリル（オーブンレンジ）ＲＧ－ＨＳ１

226 三菱電機株式会社 東京都 ムーブアイ光ガイド衣類乾燥除湿機　サラリ

227
美濃加茂市 ／ 可茂森林組合 ／ 合同会社椿洞ものづくり研究所 ／ 株式会社丸七ヒダ川ウッド

／ 美濃加茂市立山之上小学校
岐阜県 アベマキ学校机プロジェクト

228 株式会社ムーンスター 福岡県 MOONSTAR Hiシリーズ

229 学校法人名城大学　生田京子研究室 愛知県 カメハチプロジェクト

230 学校法人名城大学　生田京子研究室 愛知県 わくわくロープワーク

231 株式会社モリサワ 大阪府 UDデジタル教科書体　和文・欧文・学習記号

232 森ビル株式会社 東京都 六本木ヒルズキッズワークショップ「MIRAI SUMMER CAMP」

233
学校法人山口学園 ／ 株式会社ジャクエツ環境事業 ／ 株式会社明日香設計 ／ 株式会社ミール

ケア
福井県 川越ひばり幼稚園食育プロジェクト SORA

234 ヤマト株式会社 東京都 カラリックス　シルキーツイスター

235 ユニ・チャーム株式会社 東京都 超快適マスク　園児専用・低学年専用

236 ユニファ株式会社 愛知県 るくみー午睡チェック

237 株式会社夢職人 大阪府 MISOKA for Kids

238 学校法人余合学園　師勝幼稚園 ／ 株式会社アトリエユニゾン 東京都 師勝幼稚園「笑顔になるトイレ」

239 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 ／ 日本工業大学 ／ 横浜国立大学 神奈川県 発達障害のある子どもの公共トイレに関する研究

240 吉岡聖美（明星大学） 東京都 小児医療施設における「能動アート」ワークショップの実践と評価

241 株式会社リード ／ セキスイウレタン加工株式会社 茨城県 ほっと安心帽

242 株式会社LIXIL 東京都 アレルピュア

243 株式会社LIXIL 東京都 スタイルシェード

244 リンナイ株式会社 愛知県 ガス衣類乾燥機乾太くん

245 リンナイ株式会社 愛知県 デリシア

246 株式会社レイメイ藤井 東京都 ハンディ顕微鏡DX

247 株式会社レーベン販売 神奈川県 舌も！キッズ

248 ロイヤルハウス株式会社 愛知県 育て・育み・育つ家 -COMUNI-

249 ＹＫＫ株式会社 東京都 QuickFree®

250 YKK AP株式会社 東京都 ルシアス　バルコニー

251 株式会社ワンスレッド 神奈川県 papakoso（パパコソ）パパ＆ママ140人と考えた理想のパパバッグ

252
んまつーポス（Namstrops） ／ 特定非営利活動法人MIYAZAKI C-DANCE CENTER ／ 宮崎大

学教育学部高橋るみ子研究室
宮崎県

子どものカラダとアートをつなぐプロジェクト 「カラダがよろこぶ美

術館」


