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特定非営利活動法人キッズデザイン協議会※２が主催する「キッズデザイン賞」では、今回から、最優秀賞、優秀賞、奨励賞、特別賞へ

のノミネート作品を発表することとなり、本日、第13回キッズデザイン賞受賞作品263点の中から選ばれた、ノミネート作品33点を発表し

ました。

※１ 受賞発表後に辞退が1件あり、受賞作品数が263点になりました。
※２ キッズデザイン協議会 東京都港区 会長：山本 正已（富士通株式会社 取締役シニアアドバイザー）

※キッズデザイン賞の入賞作品については＜http://www.kidsdesignaward.jp/2019＞のプレスリリースをご覧ください。

2019年9月9日

※ノミネート作品の画像は次項を合わせてご参照ください。

キッズデザイン賞とは、2007年の設立以来子どもの安全・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
活動などを表彰しています。普及を後押しすることで、子どもを産み育てやすい社会づくりを目指している顕彰制度で、子どもが使うも

のはもちろん、大人が使うものでも子どもに配慮されたものやサービスもキッズデザイン賞に含まれます。

第13回までの累計応募数 4,986点 受賞数 2,968点

【お問合せ先】

「第13回キッズデザイン賞」 事務局 TEL：03-5405-2142 2019kids@kidsdesign.jp （平日10:00-17:00）

第13回キッズデザイン賞受賞作品263点※１の中から選ばれた

優秀作品へのノミネート33点を本日発表！

賞名は9月25日13：00にWebで発表

第13回キッズデザイン賞 優秀作品ノミネート一覧（株式会社などを除いた50音順）

No. 応募団体名 所在地 応募作品名

1 旭化成ホームズ株式会社 東京都 家族の成長に、変化できる賃貸住宅  「 free㎡（フリームス）」

2 おしごと体験広場　キッズハローワーク実行委員会 青森県 おしごと体験広場　キッズハローワーク

3 株式会社学研ホールディングス 東京都 小学生白書シリーズ

4 株式会社Kids Public 東京都 産婦人科オンライン

5 株式会社キャリア・マム 東京都 コワーキングCoCoプレイスでの新しい働き方

6 セイコーウオッチ株式会社 東京都 子ども用ソーラーウオッチ　School Time

7 積水ハウス株式会社 大阪府 イクメン休業

8 積水ハウス株式会社 ／ コンビ株式会社 大阪府 ベビーOS（3歳未満の乳幼児に特有の思考や行動）研究

9 一般社団法人全国子育てタクシー協会 神奈川県 子育てタクシー

10 タイガー魔法瓶株式会社 大阪府 無添加グルテンフリー米粉食パンが焼けるホームベーカリー

11 株式会社タキガワ・コーポレーション・ジャパン 千葉県 誤飲を防ぐこまもり袋

12 株式会社中央住宅 埼玉県 車の出し入れ　まもるんスペース

13 Terada3DWorks 徳島県 フライングディスク運動型STEAM教育プログラム

14 株式会社寺田電機製作所 東京都 壁用プッシュコンセントUCWシリーズ

15 株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY 東京都 TOKYO GLOBAL GATEWAY

16 ナブテスコ株式会社 東京都 ナブコ自動ドア『NATRUS＋ｅ（ナトラス　プラスイー）』

17 株式会社日興タカラコーポレーション 東京都 やじるし

18 日本エイテックス株式会社 東京都 避難用新生児キャリー

19
株式会社日本サラブレッドコミュニティクラブ ／ 株式会社三東工業社 ／ 公立大学法人

滋賀県立大学金子尚志研究室 ／ 明星大学小笠原岳研究室
滋賀県 TCC Therapy Park

20 公益財団法人日本ユニセフ協会 ／ 国立大学法人　山形大学 ／ 株式会社竹中工務店 宮城県 子どもたちが描く　みんなの公園　ワークショップ

21 ノーマンジャパン株式会社 東京都 NORMANⓇ スマートドレープシェード

22 パナソニック株式会社 大阪府 テレビスタンドの転倒防止機構

23 株式会社パロマ ／ 大阪ガス株式会社 愛知県 ガスビルトインコンロ 「アバンセ」

24 富士通株式会社 ／ 富士通デザイン株式会社 神奈川県 Ontenna

25 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 東京都 JUNIORSAFE4号 未来のためにできること～ぼくたち、わたしたちのSDGs

26 三菱電機株式会社 ／ 三菱電機ホーム機器株式会社 東京都 三菱ビルトイン食器洗い乾燥機　EW-45LD1MU

27
学校法人明照学園 ／ 株式会社アトリエ9建築研究所 ／ 株式会社ジャクエツ ／ 有限会社

イガラシデザインスタジオ ／ 株式会社粟辻デザイン
福島県 九品寺こども園

28 森ビル株式会社 東京都 ヒルズマルシェでの『おつかい大作戦』by ミナヨク

29
ヤマダバシプロジェクト／九州大学 羽野暁 ／ 姶良市山田校区コミュニティ協議会 ／ 姶

良市立山田小学校
鹿児島県 やまだばし思い出テラス

30 ヤマハ発動機株式会社 静岡県 親子エンジン分解組立教室

31 株式会社LIXIL 東京都 レジリエンストイレ

32 株式会社ワンスレッド 神奈川県 パパ専用簡易抱っこ紐 papa-dakko（パパダッコ）

33
んまつーポス ／ きらきらアート保育園 ／ 特定非営利活動法人MIYAZAKI C-DANCE

CENTER ／ 宮崎大学産学・地域連携センター
宮崎県 昼は保育園、夜と週末は劇場！透明体育館きらきら／国際こども・せいねん劇場みやざき



2

第13回キッズデザイン賞 優秀作品ノミネート一覧（株式会社などを除いた50音順）

『家族の成長に、変化できる賃貸住宅
「 free㎡（フリームス）」』
旭化成ホームズ株式会社
【東京都】

『コワーキングCoCoプレイスでの
新しい働き方』
株式会社キャリア・マム
【東京都】

『子育てタクシー』
一般社団法人全国子育てタク
シー協会
【神奈川県】

『おしごと体験広場 キッズハローワーク』
おしごと体験広場 キッズハローワーク
実行委員会
【青森県】

『小学生白書シリーズ』
株式会社学研ホールディングス
【東京都】

『産婦人科オンライン』
株式会社Kids Public
【東京都】

『子ども用ソーラーウオッチ
School Time』
セイコーウオッチ株式会社
【東京都】

『イクメン休業』
積水ハウス株式会社
【大阪府】

『ベビーOS（3歳未満の乳幼児に特
有の思考や行動）研究』
積水ハウス株式会社 ／ コンビ株式
会社
【大阪府】

『無添加グルテンフリー米粉食パン
が焼けるホームベーカリー』
タイガー魔法瓶株式会社
【大阪府】

『車の出し入れ まもるんスペース』
株式会社中央住宅
【埼玉県】

『誤飲を防ぐこまもり袋』
株式会社タキガワ・コーポレーショ
ン・ジャパン
【千葉県】

『フライングディスク運動型
STEAM教育プログラム』
Terada3DWorks
【徳島県】

『壁用プッシュコンセントUCWシ
リーズ』
株式会社寺田電機製作所
【東京都】

『TOKYO GLOBAL GATEWAY』
株式会社TOKYO GLOBAL 
GATEWAY
【東京都】 『ナブコ自動ドア『NATRUS＋ｅ

（ナトラス プラスイー）』』
ナブテスコ株式会社
【東京都】
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『やじるし』
株式会社日興タカラコーポレー
ション
【東京都】

『NORMANⓇ スマートドレープ
シェード』
ノーマンジャパン株式会社
【東京都】

『避難用新生児キャリー』
日本エイテックス株式会社
【東京都】

『TCC Therapy Park』
株式会社日本サラブレッドコミュニ
ティクラブ ／ 株式会社三東工業
社 ／ 公立大学法人滋賀県立大
学金子尚志研究室 ／ 明星大学
小笠原岳研究室
【滋賀県】

『子どもたちが描く みんなの公園
ワークショップ』
公益財団法人日本ユニセフ協会
／ 国立大学法人 山形大学 ／
株式会社竹中工務店
【宮城県】

『テレビスタンドの転倒防止機構』
パナソニック株式会社
【大阪府】

『ガスビルトインコンロ 「アバンセ」』
株式会社パロマ ／ 大阪ガス株
式会社
【愛知県】

『Ontenna』
富士通株式会社 ／ 富士通デザ
イン株式会社
【神奈川県】

『昼は保育園、夜と週末は劇場！透明体育館きらきら／国際こども・せいねん劇場みやざき』
んまつーポス ／ きらきらアート保育園 ／ 特定非営利活動法人MIYAZAKI C-DANCE CENTER 
／ 宮崎大学産学・地域連携センター
【宮崎県】

『JUNIORSAFE4号 未来のた
めにできること～ぼくたち、わたした
ちのSDGs』
株式会社三井住友フィナンシャル
グループ
【東京都】

『パパ専用簡易抱っこ紐 papa-
dakko（パパダッコ）』
株式会社ワンスレッド
【神奈川県】

『三菱ビルトイン食器洗い乾燥機
EW-45LD1MU』
三菱電機株式会社 ／ 三菱電機
ホーム機器株式会社
【東京都】

『九品寺こども園』
学校法人明照学園 ／ 株式会社
アトリエ9建築研究所 ／ 株式会
社ジャクエツ ／ 有限会社イガラ
シデザインスタジオ ／ 株式会社
粟辻デザイン
【福島県】

『ヒルズマルシェでの『おつかい大作
戦』by ミナヨク』
森ビル株式会社
【東京都】

『やまだばし思い出テラス』
ヤマダバシプロジェクト／九州大
学 羽野暁 ／ 姶良市山田校区コ
ミュニティ協議会 ／ 姶良市立山
田小学校
【鹿児島県】

『親子エンジン分解組立教室』
ヤマハ発動機株式会社
【静岡県】 『レジリエンストイレ』

株式会社LIXIL
【東京都】


