
【報道関係各位】 2009年7月13日

キッズデザイン協議会（内閣府認証NPO、本部：東京都文京区、会長：和田勇）は、あらゆる産業の製品

や施設、コミュニケーション・調査研究活動を対象に、子どもの安全・安心と健やかな成長発達に役立つ

デザインを顕彰する「第3回キッズデザイン賞」受賞作品182点を本日発表しました。

同賞では、8月5日（水）に最終審査を行い、キッズデザイン大賞（経済産業大臣賞）、金賞（経済産業大

臣賞）、部門賞（キッズデザイン協議会会長賞）などを決定し、8月8日（土）には表彰式を行います。

受賞作品は、8月6日（木）～9日（日）の4日間、TEPIA（港区北青山）にて開催する『キッズデザイン博

2009』で展示・公開します。各作品を実際に見て触れながら楽しむことができるほか、親子で楽しめる

ワークショップやキッズデザインをテーマにしたシンポジウムなど、充実のプログラムで展開するイベントで

す。入場は無料です。

◆キッズデザイン賞は、子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン、創造性と未来を拓くデザイン、そし

て、子どもたちを産み育てやすいデザインの顕彰制度です。乳幼児用品や玩具などの子ども向けの製

品・サービスに限らず、大人向けのものでありながら、子ども目線を持った、良質な商品や施設、プログラ

ム、調査研究活動などを対象としており、受賞作品には「キッズデザインマーク」の使用が認められます。

◆第3回となる今年のキッズデザイン賞は、 昨年から引続き「商品デザイン部門」、「建築・空間デザイン部

門」、「コミュニケーションデザイン部門」、「リサーチ部門」の4部門にて作品を募ったところ、過去最高とな

る302点もの応募をいただきました。企業・団体数の増加とともに、業界や応募アイテムにも広がりをみせま

した。この中から厳正な審査を重ね、182点の受賞作品を選出しました。

◆第3回キッズデザイン賞受賞作品について、審査委員長の赤池学氏は、「今回は大手企業から地方の

中小企業、さらにはマスコミ、国の研究機関、地方の独立行政法人などの新規団体からの応募もあり、キッ

ズデザインの問題意識が確実に広がっている手ごたえを得た。」と述べています。

なお、「第3回キッズデザイン賞」受賞作品182点の一覧とキッズデザイン賞及び「キッズデザイン博2009」

の概要は、次頁からの通りです。

第第33回キッズデザイン賞回キッズデザイン賞 182182点が決定！点が決定！

「キッズデザイン博2009」にて受賞作品を一般公開
8月6日（木）～ 8月9日（日）の4日間、TEPIA（港区北青山）にて

子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン、創造性と未来を招くデザイン、そして子どもを産み育てやすいデザインの顕彰制度

参加企業が拡大、過去最高となる302件の応募の中から、

★8月5日、キッズデザイン大賞（経済産業大臣賞）など上位賞が決定

《本資料に関する報道関係からのお問合せ先》 『キッズデザイン博2009』広報事務局（ランドジャパン内）
担当：北川・小島・千葉 Tel：03－5793－3500 ／ Fax：03－5793－3511
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受賞作品は、8月6日（木）～9日（日）の4日間、TEPIA（港区北青山）にて開催する『キッズデザイン博2009』で展示・公開します。 

また、一般公開に先立ち、8月5日（水）には、最終審査を経て選出されるキッズデザイン大賞の記者発表会を開催します。 

受賞作品の解説資料や掲載画像素材については、記者発表会の際にご提供させていただきます。予めご了承ください。 

 

 

 

～商品デザイン部門～ 

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名 

090002 ハイブリッドターフ ＰＧ SRI ハイブリッド株式会社 

090012 マグネットタップ パナソニック電工株式会社 

090013 扉付コンセント パナソニック電工株式会社 

090015 ファーストスプーン laboratory 株式会社 

090017 蒸気レスＩＨジャー炊飯器 三菱電機株式会社 

090020 クローゼット扉「レセンテ ハサマナイズ扉」 パナソニック電工株式会社 

090027 つながるーぷ 松原 正佳 

090031 指はさみ防止引き戸 積水ハウス株式会社 

090033 ケータイホームシステム 積水ハウス株式会社 

090047 全天候型大型総合遊具『アスレチックタワー』 社会福祉法人西脇保育所／株式会社 ジャクエツ 

090052 
パンクしにくい「弾性粉粒体と空気入り」 

タイヤチューブ 
一心助け 

090059 ハッピーシャボン 株式会社セガトイズ 

090061 ドリームチェーン（遊具用安全チェーン） 株式会社 カワベ 

090062 「ずっとサポートファミリー」 刈谷木材工業株式会社 

090064 メチャバンク 株式会社ソロルファクトリー 

090072 ソフトグリップハサミ 株式会社 フレーベル館 

090074 デサント ジュニアスキースーツ 株式会社デサント 

090077 カラー点字プレート 社会福祉法人 ほくてん 

090078 おはなしペパクラ 株式会社ソロルファクトリー 

090080 スリットブロック 株式会社ジャクエツ 

090081 テンダーくねくね平均台 株式会社ジャクエツ 

090082 エレキトルライン 株式会社ジャクエツ 

090083 JUS ミラー 株式会社ジャクエツ 

090085 指詰めストッパー 株式会社ジャクエツ 

090087 まる洗いパッド 株式会社ジャクエツ 

090090 ジーディーボンバーミニ MG 株式会社アシックス 

090093 ｈａｉｒｏ［はいろ］ クリナップ株式会社 

090095 ｓｏｅｔｅ+Kizs’ 4B DESIGN WORKS／Style of Japan 

090105 学校プリント用ガバットファイル コクヨS＆T株式会社 

090106 
スプリット形ルームエアコン・リモコン 

CS-X /SX  シリーズ 
パナソニック株式会社 

090108 
コクヨのえほん ワーククリエイト 

シリーズ 「アルファペット」 
コクヨS＆T株式会社 

『第３回キッズデザイン賞』 受賞作品一覧 



3 

090114 
有害サイトフィルタリングソフト 

「i-フィルター」 
デジタルアーツ株式会社 

090115 ガードフラップ 新日軽株式会社 

090123 デニコ SUZUKI design／株式会社オルアージュ 

090125 ハケ付工作ニス（ニス切り付） クツワ株式会社 

090128 子供肌着 「THE GUNZE」 グンゼ株式会社 

090130 おえかきテーブル 有限会社 studio point／有限会社みずのかぐ 

090132 カラーアテンダント 富士通株式会社 

090134 
ヘックメック (未来の子供たちにエコ心を 

伝え、教える。) 
三惠工業株式会社 

090135 
教育施設・オープンスペース用家具   

「 ミュートス＋リズマット 」シリーズ 
コクヨファニチャー株式会社 

090136 
スチーム IH ジャー炊飯器  

ＳＲ－ＳＪ１01/ＳＫ１01シリーズ 
パナソニック株式会社 

090137 スポーツなわとび クツワ株式会社 

090142 シールアートキット エーワン株式会社 

090153 
地域資源共有型図書館システム 

（小中高学校向け）LB@SCHOOL 
富士通株式会社 

090154 コッコロEG UX ／ コッコロS UX コンビ株式会社 

090159 ソダツハコ sodatsu factory 

090163 キットパスきっず１２色 日本理化学工業株式会社 

090168 ビームプロテクトフェンス 日本自動ドア株式会社 

090176 
ハンドタッチセンサー（エレベーター扉、 

指引き込まれ防止装置） 

日本オーチス・エレベータ株式会社／ 

森ビル株式会社 

090177 キッズキッチン 
株式会社SWキッチンテクノ／ 

サンウエーブ工業株式会社 

090178 
キゴコロン 国産の木を使用した積み木感覚 

の新しいバランスゲーム 
酒井産業株式会社 

090180 強力芯えんぴつ(B芯・2B芯) クツワ株式会社 

090181 ザムスト ジュニアシリーズ 日本シグマックス株式会社 

090187 
パノラマハイフラッシャー／自転車ライト 

システム 
株式会社シマノ 

090188 もちやすい三角えんぴつ(B芯・2B芯) クツワ株式会社 

090192 『滅菌湯ざらしガーゼ』 短肌着・長下着 株式会社赤ちゃん本舗 

090193 キンダーあんぜん・やくそくかるた 株式会社フレーベル館 

090195 「出るベロ」シリーズ 株式会社ムーンスター 

090201 恩物 株式会社フレーベル館 

090208 
イルミプラスシリーズ 

（イルミステップ、イルミサポートバー） 
大和ハウス工業株式会社 

090212 ベッタ キャリーミー！オーガニックコットン 株式会社ズーム・ティー 

090213 フィンガーセーフ折戸 大和ハウス工業株式会社／大安金属株式会社 

090214 ベッタ テイクミー！ 株式会社ズーム・ティー 

090215 エネルックリモコン 

東京ガス株式会社／大阪ガス株式会社／東邦ガス 

株式会社／株式会社ノーリツ／リンナイ株式会社 

株式会社ガスター／高木産業株式会社／株式会社 

ハウステック 

090218 インテリジェンストイレⅡ 大和ハウス工業株式会社 
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090221 こどもと創る”１０００年住宅” ブリックスハウス株式会社 

090224 コドモノ 寝ゴザ blue birds fukuoka   codomono project 

090225 コドモノ タタミ blue birds fukuoka   codomono project 

090227 
想像力と創造力で遊ぶ！新・コンセプト遊具  

「スナッグ」 
株式会社コトブキ 

090235 ぷれぱらウッド 堀内ウッドクラフト 

090236 おやこで みにつく あんぜんえほんシリーズ セコム株式会社 

090239 ディアクラッセ オート４キャス コンビ株式会社 

091001 
藤沢市滝の沢小学校耐震補強工事 

（色鉛筆トグル） 
神奈川県藤沢市/株式会社紅海組/飛島建設株式会社 

091008 つむくむ 地方独立行政法人 青森県産業技術センター 

091009 バタフライボード 地方独立行政法人 青森県産業技術センター 

091010 ゆらゆら積み木 地方独立行政法人 青森県産業技術センター 

091028 西武鉄道株式会社30000系車両 西武鉄道株式会社／株式会社日立製作所 

091030 超音波診断装置 HI VISION Preirus 株式会社日立製作所 

091031 
ののじ素直シリーズ スクールスプーン＆ 

フォーク 
株式会社レーベン販売 

091032 ののじ調理用ビックターナ・シリーズ 株式会社レーベン販売 

091033 電子風見鶏工作キット めぴか3 株式会社レーベン販売 

091035 
IH クッキングヒーター ビルトイン型3口 

E シリーズ/据置シリーズ 

東京電力株式会社／パナソニック電工株式会社／ 

パナソニック株式会社 

091036 
IH クッキングヒーター ビルトイン3口 

シリーズ/据置シリーズ 

東京電力株式会社／三菱電機株式会社／ 

三菱電機ホーム機器株式会社 

091037 
IH クッキングヒーター ビルトイン型3口 

シリーズ/据置シリーズ 
東京電力株式会社／日立アプライアンス株式会社 

091038 
IH クッキングヒーター ビルトイン型3口 

シリーズ/据置シリーズ 

東京電力株式会社／東芝ホームアプライアンス 

株式会社 

091039 
IH クッキングヒーター ビルトイン型3口 

シリーズ/据置シリーズ 

東京電力株式会社／三洋電機株式会社／三洋電機 

販売株式会社 

092001 開楽パック方式 株式会社藤村工業 

092003 ママポケット トステム株式会社 住器事業部 

092005 新生児用「ノースリーブ短肌着」 三起商行株式会社（ミキハウス） 

092008 ファーストシューズ 三起商行株式会社（ミキハウス） 

092009 
システムバスルーム用キレイドア  

チャイルドロック 

トステム株式会社 住器事業部／ 

株式会社 INAX 住器事業部 

092010 キッズセキュリティ 東急セキュリティ株式会社 

092012 ナノパス３３ テルモ株式会社 

092014 すべらんうどん うどん双樹株式会社 

092017 フェイス 株式会社フジデザインコーポレーション 

092021 アントクアリウムエルツー アウトライドブランドシップビルダー株式会社 

092023 村上祥子のミニシェフナイフ 株式会社ムラカミアソシエーツ 

092101 キッチンアイ 宮田工業株式会社 

092104 えほんシリーズ ななめテーブル 株式会社アクタス ブランド戦略室 

092106 
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ用泡メイク 

キャップ 
ライオン株式会社／凸版印刷株式会社 

092108 
三菱機械室レス・エレベーター 

「ＡＸＩＥＺ（アクシーズ）」 
三菱電機株式会社 

計１０１件 
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～建築・空間デザイン部門～ 

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名 

090001 
『ＨＡＰＰＹ ＨＵＧ（ハッピーハグ)モデル 

Ⅱ ～はぐくみ＆きずな～』 

大和ハウス工業株式会社／株式会社ベネッセ 

コーポレーション 

090034 セキュリティタウン リフレ岬 望海坂 積水ハウス株式会社 

090041 沖縄小児保健センター 
社団法人沖縄県小児保健協会／フナキサチコケンチク 

セッケイジムショ・細矢仁建築設計事務所 設計共同体 

090042 ひなた保育園 
株式会社アンフィニ／株式会社石嶋設計室／ 

小松豪一級建築士事務所 

090044 日本バプテスト仙台基督教会附属幼稚園 
宗教法人 日本バプテスト仙台基督教会  

有限会社 SOY source建築設計事務所 

090053 Familin’ Heim(ファミリンハイム） 積水化学工業株式会社 住宅カンパニー 

090068 SMART STYLE ZERO ミサワホーム株式会社 

090079 涼温房 住友林業株式会社 

090107 可変子ども空間 積水ハウス株式会社 

090150 関西電力南港発電所 エル・シティ館 関西電力株式会社／株式会社アサツー ディ・ケイ 

090158 
セシボ・アニバーサリー 

「絆と家庭を育む暮らし」 

株式会社トステム住宅研究所  

アイフルホームカンパニー 

090185 あすなろ幼稚園改築工事 
株式会社日比野設計＋幼児の城， 

学校法人あすなろ学園 

090194 
イオンモール川口キャラ「キッズトイレ」 

「キッズルーム」 

サイボー株式会社／イオンモール株式会社／ 

株式会社 ディ・ブレイン研究所／安藤建設株式会社 

090205 光明台幼稚園 株式会社 y+M design office 

091003 
子を育む、親を育む、成長する家。 

『シンセ・はぐみ』 
トヨタホーム株式会社 

091014 ひょうご環境体験館 
兵庫県農政環境部環境創造局環境政策課／ 

株式会社遠藤秀平建築研究所 

091041 児童養護施設 豊橋平安寮 
株式会社 日立建設設計／ 

社会福祉法人 豊橋平安寮 

計１７件 

 

～コミュニケーションデザイン部門～ 

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名 

090014 中学生家庭科用【わたしのあなたの健康得本】 パナソニック電工株式会社 

090025 グランドプラザ整備・運営事業 富山市 

090037 静岡・住まいの夢工場における住育体験学習 積水ハウス株式会社 

090039 「5本の樹」野鳥ケータイ図鑑 積水ハウス株式会社 

090067 セーフティーレポートプロジェクト 株式会社ミサワホーム総合研究所 

090069 赤ちゃんの駅 板橋区 

090070 
子どもたちが人と社会の関係性を発見する 

プログラム 
富士通株式会社 

090073 CAMPかぞくのひづけワークショップ 株式会社CSKホールディングス 

090076 フレーベル少年合唱団 株式会社フレーベル館 

090089 ハコモでハッピーコミュニケーション 富士ダンボール工業株式会社 

090104 篠山チルドレンズミュージアム 
篠山市／篠山チルドレンズミュージアム／ 

一般社団法人ノオト 

090110 
豊かな未来をつくるキッズ・プロジェクト 

『ノーブルキッズ』 
株式会社ノーブルホーム 
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090111 ノーブルホームカップ 茨城県学童軟式野球大会 株式会社ノーブルホーム 

090120 
「キッズデザインパーク」 

（アイフルホーム新型展示場） 

株式会社トステム住宅研究所  

アイフルホームカンパニー 

090122 Ｄｒ．ナダレンジャーの自然災害科学実験教室 独立行政法人 防災科学技術研究所 

090124 「浴育」のすすめ 風呂文化研究会 

090129 パソコン分解体験を活用した環境教育プログラム 富士通株式会社 

090139 赤ちゃん事故防止学習 日本コープ共済生活協同組合連合会 

090144 きっず安心メールサービス 株式会社レノメディカ 

090145 三木金物ふれあい体験事業 兵庫県三木市役所 

090146 
ファミリー・ネットワーク・サービス 

「ファミーゴ」 
株式会社デジタルブティック 

090166 赤十字幼児安全法講習普及プロジェクト 日本赤十字社 

090171 
作って遊ぼう！オリジナル『ベーゴマ』 

体験教室 
宮城県産業技術総合センター 

090182 サークルリンク お仕事タウン 株式会社バンダイナムコゲームス 

090190 ミニ大阪～はたらく、まなぶ、あそぶ～ 特定非営利活動法人こども盆栽 

090204 
子どもの体験型まちづくり学習・ 

名古屋だがねランド 
財団法人 名古屋都市センター 

090209 ＡＤＫ こども生活力向上プロジェクト 株式会社アサツー ディ・ケイ 

090211 絵本「納豆侍まめ太郎でござる」 有限会社ビッグスター 

090233 
自社施設を活用した「子ども体験学習 

プログラムの展開」 
森ビル株式会社 

090234 
ようこそ！ こどもカフェへ  

～パパとママをおもてなし～ 
中央出版株式会社 

090238 はっぱっぱ体操 三井不動産レジデンシャル株式会社 

090241 ビタハピJr. 特定非営利活動法人学習環境デザイン工房 

091004 えほんの国 財団法人沖縄こども未来ゾーン運営財団（沖縄市） 

091006 
「ボードゲームで学ぼう！金融のしくみと 

はたらき」 

株式会社学習研究社／株式会社東京証券取引所 

グループ 

091007 
木工芸ユニバーサルデザイン玩具開発 

（こどもと木のコミュニケーションプロジェクト） 
地方独立行政法人 青森県産業技術センター 

091015 子ども向け環境教育ツールの開発 東京ガス株式会社 

091018 朝小リポーター・朝中特派員 朝日学生新聞社 

091019 
「やさしい朝日環境教室」 

～みんなで有明海を学ぼう～ 
朝日新聞社 

091020 宇津木妙子 親子キャッチボールキャラバン 株式会社ライツ／朝日新聞社 

091021 
環境教育プロジェクト「地球教室」 

「地球はいま」 
朝日新聞社 

091023 オーサー・ビジット 朝日新聞社 

091024 D's スクール（ディーズスクール） 大和ハウス工業株式会社 

091025 
「ユネスコ世界寺子屋運動」くるりんぱ 

ワークショップ 

株式会社電通/株式会社電通テック/株式会社電通国際 

情報サービス/株式会社サイバー・コミュニケーションズ 

091029 親子で楽しむUD連載コラム 株式会社日立製作所 

091034 
ののじ学校給食用器具コミュニケーション 

型製品（企画）開発 
株式会社レーベン販売 

091042 全国少年少女草サッカー大会 
日本サッカー協会／静岡県サッカー協会／ 

静岡市／朝日新聞社 

092004 
ＣＡＭＰ (Children's  Art  Museum  

＆ Park) 
株式会社CSKホールディングス 
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092013 
子育て支援の良質な住宅、町並み、 

環境の普及啓蒙事業（認定事業） 
ミキハウス子育て総研株式会社 

092015 のりかえ便利マップ 株式会社ナビット 

092018 ドリカムスクール 特定非営利活動法人 日本教育開発協会（JAE） 

092019 
愛知県児童総合センターあそびの企画 

「なんだかうれしい！」 
愛知県児童総合センター／愛知県 

092020 バターチャーン ワークショップ アミタ株式会社 

092022 省エネ絵本｢ウチのかぞくはエコレンジャー｣ 株式会社コジマ 

092024 村上祥子のミニシェフクラブ 株式会社ムラカミアソシエーツ 

092026 関西子育て世帯応援事業「まいど子でもカード」 大阪府 福祉部 子ども室 子育て支援課 

092027 ロバの音楽座 有限会社ロバハウス／ロバの音楽座 

092028 食の知恵袋～食の大切さを育てるプログラム～ office OKUAKI 

092103 こどもたちのUD移動ミュージアム 九州大学／熊本県 

計５８件 

 

～リサーチ部門～ 

応募番号 プロジェクト名 応募者_応募団体名 

090028 
ＩＨ技術を用いた本体が発熱しないアイロン 

の開発 
九州電力株式会社 総合研究所 

090036 
通学路における子どもの犯罪危機回避に 

関する基礎的研究 

積水ハウス株式会社／日本女子大学／ 

日本福祉大学 

090043 
ＣＶカテーテル用プレパレーション・ツール 

“KIZUNA”の開発 
拓殖大学／静岡県立こども病院 

090051 「ベビー用のおやつ」の安全対策 東京都生活文化スポーツ局 

090143 
子どもの発達に合わせた適切なトイレ環境 

の研究 
TOTO株式会社／日本大学 

091017 子どもの身体特性データベースの構築 
社団法人人間生活工学研究センター／ 

社団法人日本機械工業連合会 

計６件 

 

 



【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

【概 要】 キッズデザイン賞は、子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン、創造性と未来を拓くデザイン、そして子どもたちを産み育てやすいデザインを顕彰

し、表彰作品に“キッズデザインマーク”を付与するものです。

【募集対象】 日本国内において、製品・コンテンツ・サービスとして市場に出ているもの。また、様々な取り組みや活動で、成果が見られるもの。

新たに発売された製品やサービスでなくても、2009年8月1日時点に日本国内で入手可能であれば、応募対象となります。

【募集期間】 2009年3月3日(火) ～ 4月24日(金)

【応 募 先】 応募受付サイト http://www.kidsdesignaward.jp より受付

【応募総数】 4部門合計 302点

○商品デザイン部門 ・・・ 169点

家電、おもちゃ、本、ファッション、アパレル、化粧品、靴、インテリア、寝具、キッチン、日用品、雑貨、文具、伝統工芸品、菓子、飲料、食品、

スポーツ、乗り物、福祉機器、ソフト、その他あらゆる工業製品のデザイン。キッズデザインの考え方に資するシステム、機器などを含む。

○建築・空間デザイン部門 ・・・ 40点

住宅、施設、公園、景観、土木、造園、緑化、その他あらゆる空間・ランドスケープ・修景のデザイン。

○コミュニケーションデザイン部門 ・・・ 83点

イベント、ワークショップ、セールスプロモーション、パブリックリレーションなどのコミュニケーション活動のデザイン、また、企業、ＮPＯ、自治体等の

団体が進める公共性の高い社会貢献活動、地域での取り組み・サービス・行事、ウェブその他の媒体等を活用したコミュニケーション活動など。

○リサーチ部門 ・・・ 10点

児童研究・科学技術開発などの調査・研究活動。知的財産、ビジネスモデルなどを含む。

【表彰位】 ■キッズデザイン大賞（経済産業大臣賞）

全てのキッズデザイン賞受賞作品より、子どもの安全に関する実証データを活用した商品・施設等の総合的なデザインに最も優れたものを

大賞として顕彰します。

■キッズデザイン金賞（経済産業大臣賞）

全てのキッズデザイン賞受賞作品より、キッズデザイン賞の基本理念に即したテーマにおいて優れたものを、金賞（テーマ賞）として顕彰します。

テーマはトレンド等により、設定が変更される場合があります。 （以下は、2008年度に設定した金賞のテーマ）

・セーフティデザイン賞：安全な環境のデザインに特に優れたもの

・共創デザイン賞：作り手と使い手の密なコミュニケーションによるデザインに特に優れたもの

・感性価値デザイン賞：感性を育みやすい環境デザインに特に優れたもの

・アクティブデザイン賞：親子の積極的な活動を促すデザインに特に優れたもの

・社会教育デザイン賞：社会との調和に向けたデザインに特に優れたもの

・創造教育デザイン賞：子どもの創造性開発を促すデザインに特に優れたもの

■キッズデザイン部門賞（キッズデザイン協議会 会長賞）

募集した4部門より、部門ごとに最も優れたものを部門賞として顕彰します。

■キッズデザイン賞

第二次審査を通過したものをキッズデザイン賞として顕彰します。（本年度は182点）

【審査委員】 審査委員長 ： 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）

副審査委員長 ： 持丸 正明 （産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター副センター長）

山中 龍宏 （小児科医 緑園こどもクリニック院長）

審査委員 ： 赤松 幹之 （産業技術総合研究所人間福祉医工学研究部門長）  

生田 幸士 （名古屋大学大学院工学研究科マイクロシステム工学専攻教授）  

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）  

紺野 登 （デザインコンサルタント 多摩大学大学院教授）  

佐藤 卓 （グラフィックデザイナー 佐藤卓デザイン事務所代表）  

竹村 真一 （文化人類学者 京都造形芸術大学教授）  

西田 佳史 （産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター）  

ひびの こづえ （コスチュームアーティスト）  

益田 文和 （東京造形大学教授 オープンハウス代表取締役）  

水戸岡 鋭治 （インダストリアルデザイナー 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 奈良女子大学教授）  

山中 俊治 （慶應義塾大学教授 リーディング・エッジ・デザイン代表）

【生活者推薦 「おすすめ！キッズデザイン」】

本年度より、一般の生活者の方から、キッズデザインな製品やサービスを募集し、企業等に応募を促す生活者推薦

「おすすめ！キッズデザイン」を実施しました。ウェブサイトより、一般の方からの推薦対象の投稿を受け付けました。

「第３回キッズデザイン賞」 について「第３回キッズデザイン賞」 について
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●日 時 ： 2009年8月6日（木）～9日（日） 10：00 ～ 19：00 （土日は17：00まで）

●場 所 ： TEPIA

●入 場 料 ： 無 料

●主 催 ： キッズデザイン協議会（内閣府認証NPO）

●共 催 ： 経済産業省、財団法人機械産業記念事業財団

●後 援 ： 総務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省、東京都、板橋区、

財団法人日本産業デザイン振興会、日本赤十字社

●協 賛 ： 安藤建設、鹿島建設、CSKホールディングス、積水ハウス、東京ガス、東京電力、トステム住宅研

究所、凸版印刷、富士通、フレーベル館、ミサワホーム、モノづくり推進会議

●内容（主な見どころ） ： －第3回キッズデザイン賞受賞作品展示

・・・大賞・金賞・部門賞・特別賞を含む受賞作品（約170点を予定）を展示。見て触れて楽しめます。

－親子で楽しめるワークショップ

・・・キッズデザイン賞を受賞したワークショップをはじめ、小さなコンピュータを使って動くおもちゃをつくったり、

自分でつくって食べる食育プログラムを開催し、夏休み自由研究にもなるような、おもしろくてためにな

るワークショップを開催。 ※ウェブサイトからの事前申込制。7/1（水）より受付開始。先着順。

－試せる広場「キッズデザインパーク」

・・・キッズデザイン賞受賞作を実際に使って試せる体験コーナーです。企業担当者からの商品開発

ストーリーを聞くこともできます。

－キッズデザイン・フォーラム

・・・受賞企業による子ども目線でのものづくり、デザイン開発の事例プレゼンテーション、子どもの事故予

防に向けた取り組みを紹介するなど、キッズデザインをテーマにしたシンポジウムを開催。

※ウェブサイトからの事前申込制。7/1（水）より受付開始。先着順。

－キッズデザイン体感ツアー

・・・今年から、受賞作品の魅力を来場者により深く理解してもらうことを目的に、希望者へは、

アテンダントによるガイドツアーを実施します。

●一般お問合せ先 ： キッズデザイン協議会事務局 Tel ： 03-3570-9535 （平日10:00～17:00）

www.kidsdesign.jp

〒107-0061 東京都港区北青山2-8-44 Tel：03-5474-6130 www.tepia.jp

『キッズデザイン博2009』 開催概要『キッズデザイン博2009』 開催概要
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