PRESS RELEASE
【報道関係各位】

2022年8月24日

地域交流や自然や人との共存など、子育て環境の変化に注目した作品が多数受賞
世界の3大デザインアワード『iF DESIGN AWARD』とのパートナーシップ連携も

「第16回キッズデザイン賞」受賞作品214点を発表！
～各大臣賞などの優秀作品は9月21日(水)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(水)に子どもや子育てに関わる社会課題解決に取り組む
優れた製品・サービス・空間・活動・研究などを顕彰する「第16回キッズデザイン賞」の受賞作品214点を発表しました。

2007年より、多様なステークホルダーとともに、子どもの未来が持続的で明るいものであるようにという目標のもとに活動
を続け、16回目を迎える今年、応募数は累計で6,168点、受賞数は3,653点となりました。
今回はコロナ禍では実測の難しいとされる調査研究の応募数が減少したものの、地域社会との交流や自然や人との繋
がりを重視した建築関連の作品の応募の増加傾向がみられました。さらに今回もSDGsを意識し、子どもの創造性や自
主性をサポートする製品や空間・サービスの開発・取組なども多く見受けられました。
また、今年は世界の3大デザインアワードともいわれるiF International Forum Design GmbHとのパートナーシップ
連携協定の締結により、受賞作品を通じて日本の「子ども目線・子ども視点」のキッズデザインの考え方が世界にも認めら
れる契機となることを祈っております。
*キッズデザイン協議会 東京都港区虎ノ門

会長：坂井 和則（凸版印刷株式会社 取締役専務執行役員）

「第16回キッズデザイン賞」トピックス

◆環境の変化に伴った、地域と共に子どもを産み育てる新たな提案の広がり
近年子育て家庭へのサポートが社会課題として注目され、地方自治体や教育機関を巻き込んだ新たな取組が加速しています。今回
の応募作品でも、子どもを産み育てる環境の変化に伴ったサポートや社会課題を意識した取組に増加傾向がみられました。子育て家
庭の孤立化を解消するだけでなく、地域の人に見守られて育つことで子どもの興味関心の広がりやコミュニケーション能力の向上にも寄
与されます。またキッズデザイン賞の受賞を機に、地域活性化や地域特有の歴史や文化の伝承など、子どもの成長機会の創出が広
がっていくことが期待されています。

◆自然や人と触れ合い、子どもの創造性・自主性を生み出す機会の創出
WITHコロナが日常となり、引き続き新しい生活様式をより豊かにする作品の充実と広がりがうかがえます。中でも今年は自然に触れ

合い、近隣住民とも交流ができる環境を意識した空間などの応募が目立ちました。自然や人との触れ合いを通し、多様な感性を育み
創造性や自主性を生み出す機会となる作品が増加しています。
また昨年新設された「BEYOND COVID-19特別賞」を継続させ、子どもが本来備えている感受性、想像力、対応力が生み出す
「生き抜く力」に焦点を当て、それをサポートし、強化するデザインを引き続き顕彰します。

◆第16回キッズデザイン賞 表彰式 ※詳細後日発表
日程：9月28日(水) 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
優秀作品の表彰式を行います。
取材のご案内等詳細につきましては、9月上旬に予定している
優秀作品ノミネート発表に合わせてご案内いたします。

第15回キッズデザイン賞表彰式

受賞作品展示

※第15回キッズデザイン賞までの受賞作品をWebでご覧いただけます。 URL： http://www.kidsdesignaward.jp/search
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■賞の構成

■「第1６回キッズデザイン賞」審査委員

（所属・役職は2022年4月1日現在）

審査委員長

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)

副審査委員長

赤池 学
持丸 正明
山中 龍宏

(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)
(産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究センター長)
(小児科医／緑園こどもクリニック 院長)

審査委員

赤松 佳珠子
赤松 幹之
五十嵐 久枝
大月 ヒロ子
岡﨑 章
定行 まり子
竹村 真一
中村 俊介
西田 佳史
橋田 規子
深田 昭三
宮城 俊作
森本 千絵
山中 敏正
渡 和由

(建築家／CAtパートナー／法政大学 教授）
(産業技術総合研究所 ヒューマンモビリティ研究センター名誉リサーチャー)
(インテリアデザイナー／武蔵野美術大学 空間演出デザイン学科 教授）
(ミュージアム・エデュケーション・プランナー／イデア 代表)
(拓殖大学 教授／工学研究科 情報・デザイン工学専攻 主任）
(日本女子大学 教授）
(文化人類学者／京都芸術大学 教授／Earth Literacy Program 代表)
(芸術工学博士／しくみデザイン 代表取締役）
(東京工業大学 工学院 機械系 教授)
(プロダクトデザイナー／芝浦工業大学 教授)
(愛媛大学 名誉教授）
(ランドスケープアーキテクト／設計組織 PLACEMEDIA・パートナー／東京大学大学院 教授)
(コミュニケーションディレクター／アートディレクター)

【50音順】

(筑波大学 教学マネジメント室長／同大学院人間総合科学研究科感性認知脳科学 専攻長・芸術系 教授）

(筑波大学 芸術系 環境デザイン領域 准教授）

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法人です。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103: 企業58 自治体28 その他、団体など17 （2022年8月1日現在）

【報道関係者からのお問合せ先】
「第16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） 大越・小石
TEL：03-6427-1627 FAX：03-6730-9713 MAIL：contact@kartz.co.jp
【企業様からのお問合せ先】
「第16回キッズデザイン賞」 事務局
TEL：03-5405-2142（平日10:00-17:00）MAIL： 2022kids@kidsdesign.jp
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
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル７階

FAX：03-5405-2143

https://kidsdesign.jp/
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「第16回キッズデザイン賞」実施概要
【主催】

特定非営利活動法人キッズデザイン協議会

【後援】

経済産業省、内閣府、消費者庁

【概要】

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・サービス・空間・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・サービス・空間・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。

【募集期間】

2022年3月1日(火) ～ 5月16日(月)

【応募方法】

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

【受賞数】

【部門】

受賞数 214点（応募数：383 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》 ・・・ 51点
子どもの安全・安心に寄与する製品、サービス、建築・空間、活動、研究など。子ども向け、あるいは一般向けの
製品、サービス、建築・空間、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》 ・・・ 97点
子どもの創造性や感性に寄与する製品、サービス、建築・空間、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》 ・・・ 66点
子どもや子育てに関わる人々に寄与する製品、サービス、建築・空間、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、サービス、建築・空間、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。
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第16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

受賞団体名

所在地

受賞作品名

1

相坂研介設計アトリエ

東京都

東立石保育園

2

株式会社赤ちゃん本舗

大阪府

ズレにくい母乳パッド

3

株式会社赤ちゃん本舗

大阪府

パジャマ お着替え応援シリーズ

4

秋山隆浩建築設計事務所 ／ Atelier HMC

東京都

町屋高架下保育園

5

旭化成ホームズ株式会社

東京都

子育て家族の安心と健康をサポートする『スマートクローク・ゲートウェイ』

6

株式会社アシックス

兵庫県

ASICS STEPNOTE

7

株式会社梓設計

茨城県

歴史と未来の交流館

8

株式会社梓設計

茨城県

たかはぎ認定こども園

9

アマゾンジャパン合同会社 ／ Amazon Services International LLC

東京都

Amazon Kids+

10 株式会社アメイズプラス

愛知県

シェイプエイト by gymterior

11 アルファ株式会社

福井県

FLOAT KIDS 子供の成長に寄りそうキッズサングラス（偏光）

12 株式会社アンドロッジ

神奈川県 マフィス白楽ナーサリー

13 株式会社E5

東京都

サイエンス+

14 井川設計工房株式会社

徳島県

元気でかしこい子どもが育つ家 “FOSTER”

15 株式会社一条工務店

東京都

モクリア

16 株式会社一条工務店

東京都

総合免災住宅

株式会社イトーヨーカ堂 ／ 株式会社セブン＆アイ・クリエイトリンク ／ 多木化学株式会
17
社 ／ 株式会社スペース ／ 株式会社スイミーデザインラボ

兵庫県

Ario加古川 Renewal Project

18 イトマン株式会社 ／ 株式会社メディディア医療デザイン研究所

愛媛県

乳幼児健診用メジャーメモるん

19 Ibiza

新潟県

おかえりどうぶつはうす

20 株式会社インプロバイド

北海道

ふっくりんこJAPON

21 株式会社ウィザースホーム

千葉県

エアフィール

22 株式会社ウィザースホーム

千葉県

CO-COCHIデザイン

23 株式会社aircord

東京都

JAL SKY MUSEUM

24 株式会社ＡＩＲＤＯ ／ 公立大学法人 札幌市立大学

北海道

そらのがっこう～AIRDO航空教室をWebで～

25 AMHM INC.

韓国

グスケット抱っこ紐

26 エースホーム株式会社

東京都

子育て家族にうれしい家事ラク動線『アクティブストレージ』

27 江崎グリコ株式会社

大阪府

子育てアプリ「こぺ」

28 エデュケーショナル・デザイン株式会社

静岡県

D-SCHOOLオンライン

29 NHK（日本放送協会） ／ NHKエデュケーショナル

東京都

「アイラブみー」幼児向け包括的性教育コンテンツ

30 株式会社N.G.A.

東京都

こども演劇プロジェクトN.G.A.

31 NTT印刷株式会社

東京都

パーソナルちいくえほん

32 株式会社エバーセンス

東京都

パパninaru

33 ＬＳＤデザイン株式会社

沖縄県

ROSELLE CLUB T+R

34 エレコム株式会社

大阪府

ランタンにもなるポータブルバッテリー

35 エレコム株式会社

大阪府

イージーグリップケーブル

36 エレコム株式会社 ／ 株式会社イングアソシエイツ

大阪府

子ども用オンライン学習タッチペン

37 株式会社オーパス ／ 株式会社ブルーパドル

大阪府

前・後・裏・表、どこからでも着れる服「ぜんぶおもて」

おおわだ保育園世田谷豪徳寺 ／ アクトウェア研究所 ／ 株式会社計画・環境建築 ／
38
東京都
株式会社ヤマムラ ／ シイナケイジアトリエ ／ 粒粒人

子どもの感性をひらく調和のある保育園

39 株式会社オカムラ

神奈川県 Parabelチェア

40 株式会社オカムラ

神奈川県 Parabelデスク

41 OCHABI artgym

東京都

OCHABI artgym キッズコース

42 ODECO-DESIGN

東京都

お話はじまる木の壁画

43 株式会社学研ステイフル

東京都

おうちファクトリーシリーズ
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No

受賞団体名

所在地

受賞作品名

44 株式会社学研プラス

東京都

たいけんポケット 学研の絵本・図鑑と体験キットの定期便

45 株式会社学研プラス

東京都

アートであそぼ かたちがぱぱぱ

46 株式会社加藤建設 ／ 有限会社タイプ・エービー

愛知県

Culvert Park

47 鎌倉市立大船小学校 ／ 三菱電機株式会社

東京都

「ポイ捨てゼロへ」大船・街づくりプロジェクト

48 神山町 ／ 神山町のあす環境デザイン共同企業体 ／ 一般社団法人神山つなぐ公社

徳島県

神山町・大埜地の集合住宅

京都府

丹波自然運動公園わくわくアスレチックパーク

50 株式会社北川重義商店

熊本県

赤ちゃんにやさしい寝ゴザ

51 株式会社CAST JAPAN

東京都

フランスのクリエイティブ・トイ＜Piks（ピクス）＞

52 クツワ株式会社

大阪府

充電式鉛筆削り

53 株式会社GRIT

東京都

子育てショルダーバッグ Hugoo ハグー

54 株式会社クレバリーホーム

千葉県

リアル職業体験「本気のドリフトピン打ち」

55 株式会社grow&partners

東京都

スマホ＆LINEで使える一時保育検索・予約サービス「あすいく」

56 株式会社黒田潤三アトリエ ／ なないろレディースクリニック

東京都

なないろこまち

57 ケイアイスター不動産株式会社

埼玉県

みんなの樹と軒遊びのある暮らし

49

キタイ設計株式会社 ／ 公益財団法人京都府立丹波自然運動公園協力会 ／ 株式
会社ザイエンス ／ 関口建設株式会社

特定非営利活動法人子どもの森づくり推進ネットワーク ／ 国際校庭園庭連合日本支部
58 仙田考 ／ 社会福祉法人三茶こだま保育園 ／ 学校法人エンゼル幼稚園 ／ 社会福 東京都
祉法人こども園ほしのこ

「園庭緑化運動」子どもたちが自然とふれあえる場を！園庭緑化支援モデル事業

59 一般社団法人COMUGICO

東京都

支援を必要とする子どものための情報サイトCOMUGICO

60 コンビ株式会社

東京都

スゴカルminimo

61 コンビ株式会社

東京都

ジョイトリップ アドバンス

62 コンビウィズ株式会社

東京都

Combi ひなん所用コットHB11 ベビーにこっと＜3個入＞

63 株式会社Xiborg

東京都

Xiborg Joy

64 公立大学法人札幌市立大学 ／ 株式会社オーディオテクニカ

北海道

アナログってなんだろう？工作と実験！親子で楽しむ音楽体験オンラインワークショップ

65 SAMOE

大阪府

オールカバーエプロン

66 株式会社三栄建築設計

神奈川県 家×庭をつなぐ共有庭のある暮らし

67 株式会社JVCケンウッド・デザイン

東京都

子ども用ワイヤレスヘッドホン

68 シェリネット

東京都

たためるヒップシート シェリネット ウィングシート

69 株式会社ジオジャパン

東京都

GEOFIX（ジオフィクス）

70 株式会社志岐 ／ SATEREO（佐藤立体設計室）

福岡県

totte

71 敷島住宅株式会社

大阪府

小さな起業家達の自立支援スペース「カフェ・エマン（フランス語で磁石という意味）」

72 品川区 ／ 株式会社丹青社

東京都

エコルとごし-品川区立環境学習交流施設

73 株式会社ジャクエツ

福井県

EGGシリーズ

74 株式会社ジャクエツ

福井県

組み替えステップ ロッカク・ロの字

75 株式会社ジャクエツ ／ 学校法人相模学園 相模幼稚園

神奈川県 Bブロック研究所

76 社会福祉法人松寿会 ／ 天野寛志建築計画事務所

静岡県

まつばこども園

77 株式会社昭和設計

大阪府

守口市立さくら小学校（学校全体が学びの場 ―地域住民も含めたみんなの学校―）

78 社会福祉法人しらく会 ／ ミサワホーム株式会社 ／ ニッケン建設株式会社

埼玉県

スキップ本町保育園

79 株式会社シンクアロット

東京都

園とトライする世界交流EN-TRY

80 株式会社スイングアカデミア ／ 株式会社tono ／ 株式会社maru styling office

東京都

SWING LAB

81 スガツネ工業株式会社

東京都

引戸ソフトクローザー FDシリーズ

82 スガツネ工業株式会社

東京都

フック＆ハンドル「ゴムレンジャー」

83 スガツネ工業株式会社

東京都

フック「ノルディックラバーシリーズ」

84 スガツネ工業株式会社

東京都

薄枠丁番 HES1F-140型

85 スガツネ工業株式会社

東京都

フック「プチレンジャー」

86 スカパーJSAT株式会社

東京都

海のクレヨン
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87 studio D'ORO ／ チェルビアット絵本店 ／ ライフラインサービス株式会社

奈良県

絵本ホテル

88 住友林業株式会社

大分県

家の中のいえ

89 株式会社スモルビ

千葉県

スモルビ軽量すやすや抱っこ紐 メッシュサマー

90 株式会社スモルビ

千葉県

手首にはめる歯固め！にぎにぎモンスター

91 積水ハウス株式会社

大阪府

子育て家族の幸せな大空間「ファミリースイート」

92 積水ハウス株式会社

大阪府

PLATFORM HOUSE touch

93 積水ハウス株式会社

大阪府

みんなの家！未来の家！ 積水ハウスの住育 家づくりから学ぶプログラミング

94 積水ハウス株式会社

大阪府

WALL BOX

95 積水ハウス株式会社

大阪府

エルミタージュクール

96 積水ハウス株式会社 ／ 国立大学法人大阪教育大学

大阪府

アート と ともだち

97 積水ハウス株式会社 ／ 特定非営利活動法人コミュニティリーダーひゅーるぽん

広島県

”自由な子ども達の居場所” こども発達支援センターひゅーるぽん

98 Social Animal Bond

岡山県

「スクールドッグ」が運ぶ新しい未来

99 大英産業株式会社

福岡県

北九州みらいキッズプロジェクト 出張こども大工

100 タイガー魔法瓶株式会社

大阪府

転倒お湯もれ防止構造つき 蒸気レス電気ケトル（温度調節タイプ） PTQ型

101 大和地所レジデンス株式会社

東京都

オープンエアリビング／オープンエアリビングバルコニー

102 学校法人宝田学園 ／ 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

神奈川県 英明幼稚園

103 株式会社タカラトミー

東京都

coemo

株式会社竹下一級建築士事務所 ／ 社会福祉法人大須賀苑 ／ 掛川市こども政策
104
課

静岡県

よこすかぬく森こども園

105 株式会社ダッドウェイ

神奈川県 マンチキン電動ベビースウィング

106 任意団体 DA/LEDA

東京都

107 株式会社ちゃいなび

神奈川県 スルルーノ 電動鼻水吸引器

108 株式会社中央住宅

埼玉県

育てることで育む「農」のある暮らし ハナミズキ春日部・藤塚

109 株式会社中央住宅

埼玉県

MINORI-Project～分譲地をプラットフォームに地域共生を育む～

110 株式会社中央住宅

埼玉県

一本の木の共有から育まれる小規模分譲開発

111 株式会社中央住宅

千葉県

リーズン新松戸 パークリンクス ～職住一体時代の子育てランドスケープ～

112 株式会社中央住宅

埼玉県

ベルフォート上尾 花と杜の小路

113 株式会社中央住宅

千葉県

リーズン我孫子 綴のまち

114 株式会社中央住宅 ／ 草加を歩きたくなる地図 制作室「grass＋」

埼玉県

先輩住人と新たな住人とをつなげて地域コミュニティを育む『草加ウェルサイドガイド』

わたしのこもりうた

株式会社ツチヤタケシ建築事務所 ／ 一級建築士事務所パーティクル ／ 学校法人みの
115
東京都
り学園

みのりナーサリー

116 合同会社ツバキラボ ／ 各務原市役所

岐阜県

各務原市役所 キッズスペース

117 株式会社テイ・デイ・エス リプラグ事業部

東京都

フィンガーペイントのお絵かきセット「アトリエ ミオ」

118 DinoScience 恐竜科学博製作委員会2021

東京都

DinoScience 恐竜科学博 ～ララミディア大陸の恐竜物語～

119 株式会社デザインフィル

東京都

ミドリ スローコンベックスメジャー

120 デサントジャパン株式会社

東京都

はじめてサッカーウェア

121 株式会社手塚建築研究所 ／ 株式会社リーディング．ラボ

東京都

しもまがりゆずの木保育園

122 株式会社手塚建築研究所

愛知県

瀬戸SOLAN小学校

123 株式会社テノ．サポート

福岡県

保活アシスト

124 東急不動産株式会社 ／ 合同会社みのおママの学校

大阪府

「子どもたちの笑顔は、ママの笑顔から」ワンモアファミリープロジェクト

125 学校法人東京成徳学園 ／ 株式会社三菱地所設計

東京都

成徳幼稚園

126 東京都板橋区

東京都

板橋区立こども動物園 ～「真の体験」がつくる地域社会～

127 株式会社TRINUS

東京都

flerco note

128 流山市 ／ 株式会社日本設計

千葉県

流山市立おおぐろの森小学校

129 株式会社ナスタ

東京都

Nasta Interphone

130 株式会社ナップナップ

東京都

ふたご抱っこひも

131 新潟県糸魚川市

新潟県

石のかおをつくろう
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132 株式会社日建設計

千葉県

昭和学院小学校 ウエスト館

133 日本エイテックス株式会社

東京都

キャリフリー カラーズベビーキャリー

134 日本エイテックス株式会社

東京都

ユグノー シャダンケープ+AIR

135 日本理化学工業株式会社

神奈川県 キットパスミディアム ライスワックス 24色

136 ネイス株式会社

東京都

プレミアム・ランディングマット

137 株式会社野口直樹建築設計事務所 ／ 株式会社blan.co

福岡県

こどもの森保育園こもれびテラス的場

138 株式会社乃村工藝社 ／ 株式会社Kids Smile Project

東京都

キッズガーデンアフタースクール広尾小学部2021年サマースクール

139 ハウス食品株式会社

東京都

わくわくスパイストリオのだいぼうけん

140 パピリオハープス

大阪府

eHP★start

141 BALIISM Japan株式会社

東京都

キッズバンブー歯ブラシ Series

142 株式会社ピコトン

東京都

子どもの子どもまでプロジェクト

143 ピジョン株式会社

東京都

母乳実感哺乳びん

144 ピジョン株式会社

東京都

母乳アシスト さく乳器 電動 handy fit+

145 ピジョン株式会社

東京都

頭をまもるブランケット

146 ピジョン株式会社

東京都

災害用授乳カップ

147 ピジョン株式会社

東京都

ベビーミルクローション キューブパック 600g シリーズ

148 ピジョン株式会社

東京都

水切りスタンド付き 母乳実感消毒ケース

149 ピジョン株式会社

東京都

育児・家事共有サポートアプリ「我が家のトリセツ」

150 ヒトトゴハン株式会社 ／ 岡山県立大学畠研究室

岡山県

sense TSUYAMA（旧津山市立東幼稚園プロジェクト）

151 株式会社日比野設計＋福祉施設研究所

東京都

SCA Nursery

152 株式会社日比野設計＋幼児の城

神奈川県 IK Nursery

153 株式会社日比野設計+幼児の城

栃木県

せんしん未来サテライト

154 株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 株式会社KIDS DESIGN LABO

岡山県

RJ Nursery

155

株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 株式会社KIDS DESIGN LABO ／ 株式会社
山梨県
ウブントゥ

認定こども園ウブントゥ富士の森

156

株式会社日比野設計+幼児の城 ／ 株式会社KIDS DESIGN LABO ／ 学校法人
放光学園

新潟県

認定こども園愛宕幼稚園

群馬県

こども発達サポートiroha

157 株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 社会福祉法人金光福祉会
158

株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 社会福祉法人仁慈保幼園 ／ 小田急電鉄株式
神奈川県 SDJ Nursery
会社 ／ UDS株式会社

159 ヒューリック株式会社 ／ 株式会社スペース

神奈川県 LICOPA鶴見

160 株式会社ヒロ

石川県

針と糸のお道具箱

161 福岡市科学館 ／ 株式会社トータルメディア開発研究所

福岡県

未来を拓くジュニア科学者養成講座「ダーウィンコース＆ニュートンコース」

162 富士通株式会社

神奈川県 Fujitsu 薬剤情報提供サービス

163 プラス株式会社

東京都

ハシレ！エンピツケズリ！

164 プラス株式会社

東京都

くるっと

165 株式会社古森弘一建築設計事務所

福岡県

池田保育園

166 株式会社フレーベル館

宮城県

自然に密を防ぐ遊び環境の実践

167 株式会社フレーベル館

東京都

ひなん車兼用ハイタイプおさんぽ車（メッシュ）

168 株式会社文化メディアワークス

茨城県

Lily AcademiQ Lab.

169 株式会社ベジリンク

東京都

農家提携を軸にした食材品質の向上とコスト削減サービスおよび体験型食育サービス

170 ベンキュージャパン株式会社

東京都

GV30（LEDモバイルプロジェクター）

171 ベンキュージャパン株式会社

東京都

GS50（LEDモバイルプロジェクター）

172 homeal株式会社

東京都

孤食・個食問題を解決し親子の愛着時間を増やす、親子で食べる幼児食宅配サービス

株式会社ポピンズエデュケア ／ 有限会社ケミカルデザイン一級建築士事務所 ／ 廣瀬隆
173
東京都
志建築設計事務所

ポピンズナーサリースクール阿佐ヶ谷

174 ポラス株式会社 ／ 株式会社住宅資材センター

住宅用フローリング [アンビエントフロアーCV]

埼玉県
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175 ポラスガーデンヒルズ株式会社

千葉県

まちの間 陽だまりのケーススタディ

176 ポラスタウン開発株式会社

埼玉県

家族で趣味や作品を共有する「土間」と「大黒板マグネット」のある住まい

177 ポラスタウン開発株式会社

埼玉県

ずぼらクロゼットのあるおうち

178 ポラスマイホームプラザ株式会社

埼玉県

じぶん時間の街コミュニティー 育実（はぐくみ）の丘 浦和美園

179 ポラスマイホームプラザ株式会社

埼玉県

家族で過ごすデジタルウェルビーイングな家

180 株式会社マーナ ／ ORIGAMI DESIGN

東京都

えほんライト

181 まちの研究所株式会社 ／ ナチュラルスマイルジャパン株式会社 ／ 株式会社良品計画

東京都

coしぶや 渋谷区神南ネウボラ 子育て支援センター

182 三起商行株式会社

大阪府

ミキハウス スクールシューズ

183 ミサワホーム株式会社

東京都

CENTURY 蔵のある家 FREE LIVING

184 三菱電機株式会社

東京都

コミュニケーションの壁を乗り越える「しゃべり描きアプリ」

185 三菱電機株式会社

東京都

子どもたちの清潔・安全な生活に寄与する「空気循環清浄機能付ハンドドライヤー」

186 メテオAPAC株式会社

神奈川県 PLUS PLUS

187 株式会社メルカリ

東京都

「mercari education」循環型社会を楽しく学べる教育プログラム

株式会社モアスマイルプロジェクト ／ 株式会社小松設計 ／ ノハラ ／ MOF合同会社
188
／ 有限会社ZO設計室 ／ コモレビデザイン ／ 株式会社八幡

東京都

にこ森保育園

189 山岡嘉彌デザイン事務所

群馬県

わたらせ養護園ANNEX

山形市 ／ 株式会社夢の公園 ／ 大西麻貴＋百田有希／o＋h ／ 株式会社シェル
190 ター ／ 株式会社高木 ／ 合同会社ヴォーチェ ／ 特定非営利活動法人生涯スポーツ
振興会（アプルス）

山形県

シェルターインクルーシブプレイス コパル（山形市南部児童遊戯施設）

株式会社山田伸彦建築設計事務所 ／ 牛島隆敬建築設計事務所 ／ 社会福祉法
人清鳳会

群馬県

幼保連携型認定こども園みどりのもり

192 山本光学株式会社

大阪府

キッズ向けサングラス「ソラシド」

193 株式会社United family

東京都

ハンズフリー電動さく乳器

東京都

企業主導型保育の発展及び質の向上に向けた調査研究

195 ラッキー工業株式会社

岐阜県

3人抱っこできる避難用抱っこひも

196 株式会社LIXIL

東京都

風量調整機構付縦型換気ユニット「Segel slit（シーガルスリット）」

197 株式会社LIXIL

東京都

アクセントボード（マグネット対応）

198 株式会社LIXIL

東京都

ラシッサ Sアルファ階段／ラシッサ Dアルファ階段

199 株式会社LIXIL

東京都

デッキDC

200 株式会社LIXIL住宅研究所

東京都

For KIDS ♯子育てを楽しむ家

201 株式会社LIXIL住宅研究所 ／ 朝日ウッドテック株式会社

東京都

安心すこやか階段

202 株式会社LIXIL住宅研究所 ／ 日東エルマテリアル株式会社 ／ ニチコン株式会社

東京都

停電対策住宅

203 株式会社リビングライフ

神奈川県 新旧一体のまちづくり クジライフプロジェクト

204 株式会社レイメイ藤井

東京都

先生おすすめ 魔法のザラザラ下じき

205 株式会社レイメイ藤井

東京都

すべりにくい片開筆入 くるグリップ

206 LEDO Network Inc. ／ 株式会社ユニメッド

東京都

Sense-Uベビービデオカメラと体動センサ3

207 『6歳になったら机を作ろう』体験プログラム

東京都

6歳になったら机を作ろう実行委員会

208 YKK AP株式会社

東京都

洋風すだれ アウターシェード

209 YKK AP株式会社

東京都

ルシアスフェンス／シンプレオフェンス ブロック建て高尺目隠しタイプ

210 YKK AP株式会社

東京都

インテリアドアシリーズ「ファミット」

211 YKK AP株式会社

東京都

学校施設向け内窓設置による自然換気（たすき開け）推進の取り組み

212 株式会社ワイ・ヨット

愛知県

人と環境に優しいエシカルな調理器具「グリーンパン・マルチフードクッカー」

213 株式会社和田デザイン事務所 ／ 株式会社ファーモア

岡山県

ここもえん

宮崎県

ホームタウンでJリーグクラブがダンスでワンダフル！

191

194

214

株式会社ライフケアパートナーズ ／ 国立大学法人 東京大学大学院教育学研究科附
属発達保育実践政策学センター ／ 日本生命保険相互会社

んまつーポス ／ テゲバジャーロ宮崎 ／ 新富町 ／ 宮崎市 ／ 西都市 ／ 宮崎大学産
学・地域連携センター
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