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子どもたちの
安全・安心に

貢献するデザイン

子どもたちの
創造性と未来を

拓くデザイン

子どもたちを
産み育てやすい

デザイン

【報道関係者様からのお問合せ先】                              

「第９回キッズデザイン賞」 広報事務局（ﾌﾛﾝﾃｨｱｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ内）橋本・森・千葉 

Tel：03-5778-4844 / Fax：03-3406-5599 

【企業様からのお問合せ先】                              

「第９回キッズデザイン賞」応募事務局    Tel：03-3549-1215 / Fax：03-3549－0620 （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 

【報道関係各位】                                                    2015 年 7 月 3 日 

                     

「第９回キッズデザイン賞」受賞作３０８点が決定！ 

★「内閣総理大臣賞」をはじめ、優秀作品を８月３日（月）に発表 

 

キッズデザイン協議会<内閣府認証 NPO、会長：和田勇（積水ハウス株式会社 代表取締役会長 兼 CEO）>は、

製品・施設・サービス・研究活動などを対象に、子どもの安全・安心、健やかな成長発達に役立つデザインを顕彰

する「「「「第９第９第９第９回回回回キッズデザイン賞」受賞作品キッズデザイン賞」受賞作品キッズデザイン賞」受賞作品キッズデザイン賞」受賞作品３０８３０８３０８３０８点点点点を選出し、を選出し、を選出し、を選出し、本日発表しました。本日発表しました。本日発表しました。本日発表しました。        

同賞は今年３月３日から５月７日まで作品を募集し、書類による第一次審査、審査委員会（委員長：益田文和）

による現物の第二次審査を経て、本日の受賞作品発表に至ったものです。 

    今後の予定としては、同賞の中から７月中に最終審査会を行い、最優秀作品に「内閣総理大臣賞」「内閣総理大臣賞」「内閣総理大臣賞」「内閣総理大臣賞」１１１１点、点、点、点、優秀賞優秀賞優秀賞優秀賞

にににに「経済産業大臣賞」「経済産業大臣賞」「経済産業大臣賞」「経済産業大臣賞」４４４４点、点、点、点、「少子化対策「少子化対策「少子化対策「少子化対策担当担当担当担当大臣賞」大臣賞」大臣賞」大臣賞」２２２２点点点点、、、、「消費者担当大臣賞」「消費者担当大臣賞」「消費者担当大臣賞」「消費者担当大臣賞」１１１１点点点点に加え、本年よりに加え、本年よりに加え、本年よりに加え、本年より新設され新設され新設され新設され

たたたた「男女共同参画担当大臣賞「男女共同参画担当大臣賞「男女共同参画担当大臣賞「男女共同参画担当大臣賞」」」」１１１１点点点点などをなどをなどをなどを選出し選出し選出し選出し、、、、８８８８月月月月３３３３日（月）日（月）日（月）日（月）に発表に発表に発表に発表しししし表彰式を行います。表彰式を行います。表彰式を行います。表彰式を行います。    

 本年の受賞作品については、８月より全国巡回展での展示を予定しています。実施スケジュールなどの詳細は 

協議会サイト(http://www.kidsdesign.jp)で順次ご案内致します。また受賞作品がご覧いただける WEB サイトは９月

中旬以降に開設予定となっています。 

    

    

《益田文和審査委員長の総《益田文和審査委員長の総《益田文和審査委員長の総《益田文和審査委員長の総評》評》評》評》    

第９回キッズデザイン賞では４７０件を超える過去最高の応募数となりました。特に建築・空間とコミュニケーション

分野の数が増え、内容も優れているものが目立ったように思えます。さらに東京都の審査料補助や男女共同参画

担当大臣賞の設置など特筆すべきトピックもありました。 
 

一方で、日本の子どもの数が減り続けていることを考えると複雑な思いがします。最近、アジアの国から日本を訪

れる人は街角や田園風景の中に子どもの姿が見られないことをしきりに不思議がります。子どもはどの国でも、ど

の時代でも未来そのものです。子どもたちが元気にすくすくと育っていくことをデザインで後押しすること、それは未

来の社会をデザインすることに他なりません。この国は町中、村中に子どもがあふれていた時代から今日まで、常

に子どもを大切にしてきました。近年その数が減ってきたとしても、その心に変わりはありません。いや、むしろ次の

時代の主役である彼ら彼女らをいつくしみ、尊重する気持ちは高まるばかりです。そのことを形にして表して世界に

示すことがキッズデザインの使命なのかもしれません。 

    

◆キッズデザイン賞◆キッズデザイン賞◆キッズデザイン賞◆キッズデザイン賞とはとはとはとは    

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、調査研究活動なども対象としており、受賞作品には「キッズデザイ
ンマーク」を使用することができます。 
    

  
★「第９回キッズデザイン賞」受賞作品一覧とキッズデザイン賞の概要は、次頁からの通りです。 

 

 

 

 

子どもや子育てを支援する、より良い未来に働きかけるデザイン 
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  ～子ども視点の安全安心デザイン 子ども部門～ 

 

 

 

 

※順不同 

 

 

 

 

 

NO. プロジェクト名 応募者̲応募団体名
1 Attipas 株式会社　住吉屋

2 Hako Dake Hiroba
（道産針葉樹材を活⽤した製品開発　函館空港⽊質化プロジェクト）

株式会社ハルキ

3 スペースウォーカー　「クリムボン」 株式会社ダイナマークス
4 タカタ312アイフィックスジュニア タカタ株式会社
5 つながるカードABC 株式会社PLACE
6 キャリフリー　チェアベルト 日本エイテックス株式会社
7 おくすり飲めたね 株式会社　龍角散
8 誤飲チェッカー 一般社団法人日本家族計画協会

9 スマートトレイル ビーフィット・チルドレンズプロダクト合同会社／
株式会社リトルマートコーポレーション

10 ベビーシューズ（ミキハウス×ミズノ コラボレーションモデル） 三起商⾏株式会社
11 おやさいクレヨン vegetabo mizuiro株式会社
12 BEADYGEM POKEPOKE CAP 株式会社栗原
13 HONEYSTICKS greenmind japan
14 安全コンパス　ハリノック クツワ株式会社
15 D-bike mini アイデス株式会社
16 200ｇでみがける　まがる⻭ブラシ 株式会社DHL／有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所
17 登下校安否確認クラウドサービス　Ashiato通信 株式会社ラネクシー
18 園児⽤トイレブース「エンゼルブース」 コマニー株式会社
19 学園積⽊ 株式会社自由学園サービス　自由学園生活工芸研究所
20 ピープルの純国産「お米のおもちゃ」シリーズ白米色 ピープル株式会社
21 学校生活向上委員会シリーズ　ジュニアインナー ガロー株式会社 ／株式会社東京ＫｉＤ
22 子供⽤眼鏡フレーム ⻘⼭眼鏡株式会社
23 学習はさみ＜エアロフィットサクサ・キッズ＞ コクヨS＆T株式会社
24 すなばプロジェクト 株式会社　関⻄地質調査事務所
25 ママ安心♪しろくまさん帽子 株式会社グースカンパニー

26 3歳からの『たべたのだあれ？』視⼒検査キット 桃⼭学院大学　法学部健康教育（高橋ひとみ教授）／
株式会社　フレーベル館

27 国産の子ども靴
（ムーンスター　CR　B６３、CR　C２１０７）

株式会社ムーンスター

28 アルミセーフティテーブル 株式会社ジャクエツ

29 NEO　FX EASY GUARD AIRLY JR
（ネオ・エフエックス・イージーガード・エアリー・ジュニア）

有限会社ベイリーフ

30 あおぞら保育園 社会福祉法人 陽光福祉会　／
株式会社 日比野設計　＋　幼児の城

『第９回キッズデザイン賞』 受賞作品一覧 
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NO. プロジェクト名 応募者̲応募団体名
31 「あんみん an-min」 子どもの上質な安眠環境 株式会社日本ハウスホールディングス
32 お昼寝⽤マット セキスイウレタン加工株式会社／積水化成品工業株式会社

33 ”赤ちゃんがすやすや眠るために”チャイルド・ボディ・セラピスト
蛯原　英⾥さんプロデュース「フェリーベ」

⻄川リビング株式会社

34 個粋ジュニア 株式会社メトス
35 うちゅう保育園　かまくら 株式会社バハティ一級建築士事務所／社会福祉法人　翠峰会
36 こどもだって保湿ペーパー 8組(16枚) 6個入 河野製紙株式会社
37 全国地域安全マップコンテスト オゴー産業株式会社
38 ビーンスターク赤ちゃん思い ビーンスターク・スノー株式会社／大塚製薬株式会社

39 学校法人 SEIRYO学園 習志野台幼稚園　新築計画 学校法人 SEIRYO学園 習志野台幼稚園／
coocanstud.小谷野一級建築士事務所

40 パシーマ®ベビーシリーズ 龍宮株式会社

41 《キッズシリーズ》ルームシューズ・ブーツ TUMAR Japan　（i Connect Partners co,.ltd.
アイコネクト・パートナーズ株式会社）

42 BABY⽤紙おむつ『ムーニーエアフィット』シリーズ ユニ・チャーム株式会社

 

 

 

 

 

※順不同 

 

計 ４２件 
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～子ども視点の安全安心デザイン 一般部門～ 

 

 

 

 

※順不同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. プロジェクト名 応募者̲応募団体名
1 Clavinova CLPシリーズ ヤマハ株式会社
2 エキスパート・ドライバー・サービス 日本交通株式会社

3 蒸気レスVE電気まほうびん
蒸気レスとく子さんシリーズPIM-A型、PIJ-A型

タイガー魔法瓶株式会社

4 視覚障がい者歩⾏誘導ソフトマット「HODOHKUN Guideway」 錦城護謨株式会社／トーワ株式会社

5 ChecKEY（チェッキー） 美和ロック株式会社

6
カーテンアクセサリーチャイルドセーフティーシリーズ
『セーフティーリング』『セーフティーふさかけ』
『マグネットふさかけ』『マグネットタッセル』

トーソー株式会社

7 三菱パーソナル保湿機 三菱電機株式会社　三菱電機ホーム機器株式会社
8 シラスカラー 株式会社高千穂／　自然素材主義株式会社

9 GENIUS蔵のある家－防災・減災デザイン　MISAWA-LCP住宅 ミサワホーム株式会社

10 「らく楽アシスト」によるキッズデザイン推進の取組み 三菱電機株式会社
11 Colum-Tech 児島株式会社
12 エキッズ 東急セキュリティ株式会社
13 ルームエアコン　Ｘシリーズ（CS-X405C2ほか） パナソニック株式会社
14 ポケット吸入器　EW-KA30 パナソニック株式会社
15 コンパクトセラミックファンヒーター 　DS-FTX1200 パナソニック株式会社

16 Mazda CX-5／AtenzaのアダプティブLEDヘッドライト（ALH） マツダ株式会社

17 SKETCHPAINT（スケッチペイント） 株式会社ニシムラ
18 除菌水「まましゅっしゅ」（ラミネートボックス） らしゅえっと　La Chouette
19 タッチレス水栓 パナソニック株式会社
20 ローマンシェード クリエティ チャイルドセーフティー仕様 トーソー株式会社
21 抱っこひも等の安全対策 東京都生活文化局／東京都商品等安全対策協議会
22 採風ドアの開閉・ロック機構 株式会社LIXIL
23 住宅⽤シャッターシリーズ『イタリヤ』 リモコン電動 株式会社LIXIL
24 高性能樹脂窓 エルスターX 株式会社LIXIL
25 高性能ハイブリッド窓 サーモスX 株式会社LIXIL
26 高速検知住宅⽤⽕災警報器　「ｉ－ＦＡＳ」 積水ハウス株式会社／新コスモス電機株式会社
27 ライン箸のわらべ椀 輪島松本⽯太郎漆工房
28 お知らせ機能付きチャイルドロック 日本自動ドア株式会社
29 Kidʼs５（キッズファイブ） ケイアイスター不動産株式会社

30
子どもたちの未来の笑顔を守る新技術、
制震ユニット「MIRAIE［ミライエ]、
「MIRAIE 2×4［ミライエ ツーバイフォー］」

住友ゴム工業株式会社
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NO. プロジェクト名 応募者̲応募団体名
31 つむぎえ〜家族の夢を紡ぐ家〜 パナソニック株式会社
32 室内物干しユニット　ホシ姫サマ パナソニック株式会社
33 エコナビ搭載換気システムＨＥＰＡ＋ パナホーム株式会社

34 ショールーム併設型モデルハウス〜こどもと一緒に家づくり〜
「forKidsパーク」

ウッドライフホーム株式会社

35 きぐみのかべ 株式会社日本ハウスホールディングス
36 マシュマロガーゼシリーズ 内野株式会社
37 ＥＸＩＭＡ３１ 引違い窓（3枚建・6枚建） YKK AP株式会社
38 ドアリモ　アウトセット引⼾ （れん樹RH アウトセット） YKK AP株式会社
39 ⼾建て住宅⽤窓ＡＰＷ「オペレーターハンドル」 YKK AP株式会社
40 子育て⽀援住宅「i-cube・i-smart」 株式会社 一条工務店
41 防犯ツインLow-Eトリプル樹脂サッシ 株式会社 一条工務店
42 次世代に語り継ぐことのできる無償地盤調査 株式会社 一条工務店
43 どこでもドアホン　VL-SWD701KS パナソニック株式会社
44 オールコルクマット 永柳工業株式会社
45 日本製ジョイントコルクマット 永柳工業株式会社
46 デルガード ゼブラ株式会社
47 カメラ付きリアモニター　CA-RMC900D パナソニック株式会社
48 小学校⽤トイレブース コマニー株式会社
49 ZIPrail(R) Screen：ジップレールスクリーン 株式会社SHY
50 Serena「セリーナ」 株式会社SHY／ルートロン アスカ株式会社

51 『防災未来工場』キッズ防災リーダー育成プロジェクト
〜自分・家族・地域を守るために〜

積水ハウス株式会社

52 ジュニアスイミングゴーグル(アイポン) 株式会社デサント
53 ジュニアスイミングゴーグル(トレンティ) 株式会社デサント
54 ホコリが出ない人工羽毛布団 イシケン株式会社

55 小児の身体性を再現するスーツ「CHILDHOOD」による
空間環境のアウェアネス⽀援

TEAM CHAMPIGNON

56 クロスYベルト Lee製作室

57 住まい手が住まい手のためにできること・つくるもの
－工務店が仕掛ける「住みごこちのいい家」プロジェクト

株式会社アキュラホーム／ジャーブネット

58 学校⽤間仕切り「SPART」 コマニー株式会社
59 ミライサーチ ナブテスコ株式会社
60 日産セレナ『両側スライドドア』 日産自動⾞株式会社
61 スライドゲート収納 ミサワホーム株式会社／トヨタホーム株式会社
62 高齢者・視覚障害者⽤LED付音響装置 篠原電機株式会社
63 No.1610シリーズ　打掛錠 ベスト⻘梅
64 ノイズシャットドア ベスト⻘梅

 

 

 

 

※順不同 

 

計 ６４件 
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～子どもの未来デザイン 感性・創造性部門～ 
 

 

 

 

※順不同 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. プロジェクト名 応募者̲応募団体名
1 White Rose English School 学校法人　森田学園／株式会社　堀部建築事務所
2 いろくみ 株式会社スタジオピーパ
3 タングラムちゃん hello-toys
4 かおレイヤー hello-toys
5 コビープリスクールあたご 社会福祉法人コビーソシオ／ミサワホーム株式会社

6 はあと保育園 株式会社アプルデザインワークショップ／
社会福祉法人　⻘藍会

7 音遊びツールを活⽤したコミュニケーション促進のためのワークショップデザイン 国⽴大学法人 北陸先端科学技術大学院大学
知識科学研究科永井研究室

8 親子でつくって遊ぼうワークショップフェスタinTochigi BRIDGE（ブリッジ）ーArtKitchen-
9 キンダーアニマル 株式会社フレーベル館
10 にほんごであそぼ童謡 株式会社ＤＮＰアートコミュニケーションズ
11 ラングス キネティックサンド 株式会社　ラングスジャパン

12 「トリプルワイド」ＩＨクッキングヒーター／「トリプルワイド」ガスコンロ パナソニック株式会社

13 おかにわのキッチンスタジオ〜親子が集う台所〜 岡庭建設株式会社

14 ハンドスタンプアートプロジェクト ハンドスタンプアートプロジェクト事務局／
障害児のためのシェアハウスをつくるNPO法人

15 大護幼稚園 学校法人大護学園認定こども園 大護幼稚園／
アトリエA＆A／ビンデザインオフィス有限会社

16 赤ちゃんのためのお粥　GreenMind 株式会社Green Mind
17 ホテル森の風 株式会社ホテル東日本
18 大工さんと一緒に自分の部屋づくり 大賀建設株式会社
19 ぎんなん保育園 社会福祉法人ぎんなん保育園／⾦子勉建築設計事務所
20 「野遊び基地」で暮らそう。　セキスイハイム×snow peak 積水化学工業株式会社　／　株式会社スノーピーク
21 乳児を対象としたにおいに対する生理反応の測定⽅法の開発 ピジョン株式会社／国⽴研究開発法人 森林総合研究所

22 ホイクリ〜保育環境創造カード 株式会社ミサワホーム総合研究所／
ミサワホーム株式会社／東京大学

23 わんぱく保育園 社会福祉法人 春の風／株式会社 安藤建築設計
24 ウッドパネル 株式会社ポラス暮し科学研究所
25 まめの⽊保育園 株式会社　日比野設計　＋　幼児の城　／　LITTLE
26 風と緑の認定こども園 学校法人　自然保育学園／株式会社　安藤設計
27 エンゼル幼稚園 　－光に包まれた開放感のあるアトリウム 学校法人八郷学園　／　株式会社ジャクエツ環境事業
28 KUMEL(クメル）ファミリーセット えひめ洋紙株式会社

29 はなぞのこどもえんプロジェクト 学校法人　花園学園　／
株式会社 日比野設計　＋　幼児の城

30 城⼭保育園南⼭ 社会福祉法人 稲城⻘葉会　／
株式会社 日比野設計　＋　幼児の城
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※順不同 

 

計 ５１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. プロジェクト名 応募者̲応募団体名
31 ⾜利くるみ幼稚園　園庭計画 株式会社コト葉LAB.／株式会社前田工業
32 はくすい保育園 ⼭﨑健太郎デザインワークショップ／社会福祉法人誠友会

33 ヤンマーミュージアム ヤンマー株式会社／凸版印刷株式会社／
株式会社トータルメディア開発研究所

34 レインボールーム レインボールームジャパン株式会社
35 庄和すずらん幼稚園　改築工事 株式会社　学研教育みらい

36 今寺保育園 社会福祉法人今寺保育園／株式会社時設計／
株式会社ジェーエスディー／⻄武緑化管理株式会社

37 CAMPクリケットワークショップ SCSK株式会社
38 BWX ブリヂストンサイクル株式会社

39 つながるほいくえん御幸が原
社会福祉法人　センス　オブ　ワンダー　／
株式会社　日比野設計　+　幼児の城　／
コト葉（子と葉）ＬＡＢ

40 紙のワークショップ in 製紙工場 王子ホールディングス株式会社

41 バナナート 株式会社 ユニフルーティー ジャパン／
株式会社ヴァンクラフト／右脳事件株式会社

42 チャイルド・ラン・プロジェクト「ハキ放題」 合同会社hodig＆Co.
43 ルナ ドリームカプセル プロジェクト ルナ ドリームカプセル プロジェクト実⾏委員会
44 「世界に一冊の絵本」プレゼント 凸版印刷株式会社　東日本事業部

45 みやまの森みらいプロジェクト

社会福祉法人 わたげのほし 深⼭保育園／
有限会社 設計機構ワークス／有限会社 シード設計社／
Atelier 742／株式会社 ⽯橋工務店／
有限会社 ⻄海園芸／⻘い⽉／nisimokko

46 京都市⽴洛央小学校ブックワールドデザインプロジェクト 京都大学大学院工学研究科建築学専攻　門内研究室／
京都市⽴洛央小学校

47 絵本の世界で頭と体と心を連動させる遊びのワークショップ 札幌市⽴大学デザイン学部　あそびlab「オヘソ」

48 すみれチャイルド園舎増築工事 社会福祉法人　豊心会／
有限会社　アトリエ慶野正司　一級建築士事務所

49 しらぎく幼稚園　増改装工事 学校法人　浅井学園

50 枝川の小学校 株式会社RIN建築設計事務所／有限会社プラン／
有限会社サダリ構造設計室／有限会社島津設計

51 チューリップ保育園　大規模改修工事 社会福祉法人　清菱会／m-di空間デザイン
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～子どもの未来デザイン 学び・理解力部門～ 
 
 

 

 

※順不同 

 

計 ３１件 

 

 
 
 
 
 

NO. プロジェクト名 応募者̲応募団体名
1 楽昇（らくしょう）スタンド　（電子⿊板向昇降スタンド） ニスカ株式会社
2 miraie（ミライエ） KDDI株式会社
3 Ｆａｍｉｌｉｎｋ　北海道 ミサワホーム株式会社
4 CampusBlock（キャンパスブロック） コクヨファニチャー株式会社

5 子ども向け⾞いす⽤電動アシストユニット
「JWX-2　20インチ仕様」

ヤマハ発動機株式会社

6 Webサイト「庭を楽しむ家」 子どもと一緒に花⽊を学ぶ ミサワホーム株式会社／ウィズガーデン株式会社
7 ランドリーフック タカラ産業株式会社

8 魔法のプロジェクト ソフトバンク株式会社／株式会社エデュアス／
東京大学先端科学技術研究センター

9 ⽊の香を頼りに⽊の家を知る 株式会社日本ハウスホールディングス
10 軒下で遊ぼう 株式会社日本ハウスホールディングス
11 子供名刺 大賀建設株式会社
12 大研究！まんが社会⾒学シリーズ 株式会社講談社ビーシー
13 さわって学べる算数図鑑 株式会社学研教育出版／Dorling Kindersley Limited
14 キンダーかがくミュージアムシリーズ 株式会社フレーベル館

15 ⼟合舎利保育園 社会福祉法人仁善会／
株式会社日比野設計＋幼児の城／SOLSO

16 小浜こども園 社会福祉法人小浜会／株式会社日比野設計＋幼児の城

17 豊田市交通安全学習センター「きけん！あんぜん！はっけんタウン」 豊田市交通安全学習センター／株式会社　乃村工藝社

18 やわらかいだんシリーズ 株式会社ジャクエツ
19 アクティブ三輪⾞エルゴ 株式会社ジャクエツ
20 体験学習プログラム「ペンギンになる⽅法」プロジェクト 東京工科大学／すみだ水族館（オリックス水族館株式会社）

21 気持ち温度計：子どもを対象としたワークショップにおける
主観的評価手法の研究

クリエイティブ・ラーニング　デザイン・プロジェクト

22 コミュニケーション型語学学習プログラム「パレーゴ」 パレーゴ株式会社
23 インターネット学習塾　対戦型学習ゲーム「フィヴォルディオR」 株式会社サンゼ

24 対戦型学習ゲーム「フィヴォルディオR」学習⽀援・大会プロジェクト 株式会社サンゼ

25 こどもエネルギーサミット
こどもエネルギーサミット実⾏委員会
（スパークス・グリーンエナジー＆テクノロジー株式会社／
株式会社PG collabo）

26 住宅・内装建材「ただいま収納シリーズ」 住友林業クレスト株式会社
27 キャプテンアースの「いえコロジー」セミナー 積水ハウス株式会社

28 「つながりのひろば」と「住まいとくらしの情報館・千⾥」における総合体験学
習

パナホーム株式会社

29 KINJIRO:児童の音読トレーニングを⽀援する読書⽀援アニマトロニクス 筑波大学エンタテイメントコンピューティング研究室

30 ⻘少年赤⼗字防災教育事業　「まもるいのち　ひろめるぼうさい」プロジェクト 日本赤⼗字社／
⻘少年赤⼗字防災教育プログラム検討委員会

31 絵本『私たちの⾸羅⼭ものがたり』作成事業 久⼭町教育委員会
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～子どもの産み育て支援デザイン 個人・家庭部門～ 
 

 

 

 

※順不同 

 

 

 

 

 

NO. プロジェクト名 応募者̲応募団体名
1 空気清浄機付きスティッククリーナー『iNSTICK』 三菱電機株式会社／三菱電機ホーム機器株式会社

2 知的・発達障害のある子どもの⾏動特性に配慮した住空間の提案 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団／
聖学院大学／横浜国⽴大学

3 スマイリズム　TOYOTA HOME with Aprica トヨタホーム株式会社
4 楠のカップボード 株式会社　⽯田工務店
5 スリーピングバッグ Aden＆Anais株式会社
6 子どもと食べたい！つぶ野菜入りケチャップ 株式会社ナガノトマト
7 ワイヤレスベビーカメラ BM-LT02 株式会社トリビュート
8 ＭＯＧＵマタニティシリーズ（ママ マルチウェスト） 株式会社ＭＯＧＵ
9 パルシステム「きほんの離乳食」 パルシステム生活協同組合連合会
10 子供服のリユースプラットフォーム「CarryOn」 株式会社キャリーオン
11 子どもとお出かけ情報アプリcomolib（コモリブ） 株式会社センジュ

12 妊婦手帳・育児手帳 株式会社 博報堂DYメディアパートナーズ ／
株式会社 NTTドコモ

13 育児記録＆健康管理アプリ　『育ログ WM』 ドコモ・ヘルスケア株式会社
14 ジュニアウォッシャブルハーフコート 株式会社デサント
15 加温式哺乳びん「yoomi feeding system」 yoomi JAPAN株式会社
16 冷蔵庫　NR-JD5100シリーズ パナソニック株式会社
17 体組成バランス計 EW-FA43 パナソニック株式会社
18 スチームオーブンレンジ「ビストロ」　NE-BS1200 パナソニック株式会社
19 クッキングコンセント パナソニック株式会社
20 まな板キレイ乾燥機 パナソニック株式会社

21 子どもと暮らす住まいのカタチを提案するコミュニケーション「ウチトコ」 パナソニック株式会社

22 「まましゅっしゅ」　除菌水シリーズ らしゅえっと　La Chouette
23 ツインラインＬＥＤ照明付洗面化粧台⽤ミラーキャビネット パナソニック株式会社
24 ロボット掃除機　ルーロ　MC-RS1 パナソニック株式会社
25 ＬＥＤ電球　光色切替タイプ　ダイニング向け パナソニック株式会社
26 スモールレターズのベビーキャリア リーマン株式会社
27 子育てが楽しい賃貸マンション　Lega梅北 一級建築士事務所　Ｖｉａ　ＢＡＲＴＯＬＯ３４
28 ベッドでも着替えやすいアンダーウェア開発計画。 ガロー株式会社 ／株式会社東京ＫｉＤ
29 ママを応援おさかな便　mogcook 株式会社ディーグリーン
30 電動鼻水吸引器 メルシーポット S-502 シースター株式会社
31 みんなで使えるハテラス・ライト 株式会社　レーベン販売
32 視線を邪魔しないカーブ耳かき・LEDママミエール 株式会社　レーベン販売
33 ベビーレーベル　油が落ちるエプロン／スタイ コンビ株式会社
34 ベビーレーベル　お⾁も切れるフードカッター コンビ株式会社
35 ベッタ　ディナーローブ 株式会社ズーム・ティー
36 全館空調システム「エアドリームハイブリッド」 住友林業株式会社
37 テテオ 授乳のお手本 哺乳びん コンビ株式会社
38 子育てママを幸せにする家「ハピMaMaの家」 ⻄濃建設株式会社
39 ガラスミルクボトル（160ｍｌ） 三起商⾏株式会社（ミキハウス）
40 Yepp Mini 株式会社ROSSI／GMG bv
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NO. プロジェクト名 応募者̲応募団体名
41 ⾒えちゃう　クリアトイレシート 株式会社赤ちゃん本舗
42 赤ちゃんのむぎ茶 株式会社赤ちゃん本舗
43 水99％Superシリーズ 株式会社赤ちゃん本舗
44 mafumauf マルチブランケット 株式会社ROSSI
45 ＲＣＳ-Ｓ１ ブリヂストンサイクル株式会社
46 ネムリラ AUTO SWING　ダッコプラスシリーズ コンビ株式会社
47 住みごこちのいい家 〜傍楽（はたらく）住まい〜 株式会社アキュラホーム／ジャーブネット
48 赤ちゃんの気持ちシリーズ 株式会社赤ちゃん本舗
49 メチャカル ハンディ オート4キャス エッグショック コンビ株式会社
50 ネムリエ　オート４キャス　シリーズ コンビ株式会社

51 Community　Entrance（SORACOOT） 生和コーポレーション株式会社

52 NUKプレミアムチョイス・プラスニップル/S,M/丸穴、丸穴（小） 株式会社ダッドウェイ

53 NUK手動さく乳器Jolie（ジョリー） 株式会社ダッドウェイ
54 Kidsme　食べるチカラを育むシリーズ 有限会社FUNAZAWA

 

 

 

※順不同 

 

計 ５４件 
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NO. プロジェクト名 応募者̲応募団体名
1 避難⽤3人抱きキャリー 日本エイテックス株式会社
2 子育て応援アプリケーションシステム（育援くん） 株式会社マドカ／GGハートフル

3 事業所内 託児施設　「ダイヤモンドキッズ 湘南」 三菱電機株式会社／三菱電機ライフサービス株式会社／
菱栄テクニカ株式会社

4 八幡市⽴子ども・子育て⽀援センターすくすくの杜 八幡市／株式会社　巖建設

5 第２登り保育園　ほーぷるのぼり 社会福祉法人あけぼの会　第2登り保育園／
株式会社 東洋設計事務所

6 Combi おむつ替えペーパーシートPS-11（40袋入） コンビウィズ株式会社
7 P＿ＢＡＳＥ　５８３ 社会福祉法人　アップル／株式会社　安藤設計

8 ブローテ横浜高島台
株式会社ピーオーリアルエステート／東急住宅リース株式会社／
清水建設株式会社／株式会社ランドスケープ・プラス／
箱根植⽊株式会社

9 大空保育園 有限会社大塚設計／社会福祉法人恵福祉会

10 三井ショッピングパーク　ららぽーと富士⾒ 三井不動産株式会社／株式会社安藤・間／
株式会社丹⻘社／チームラボ株式会社／株式会社コトブキ

11 ⽊もれ陽保育園 atelier fos　一級建築士事務所／岐阜高専　建築学科
藤田大輔研究室／社会福祉法人　ほうりん福祉会

12 天童市子育て未来館　げんキッズ 天童市健康福祉部子育て⽀援課／
株式会社　羽田設計事務所

13 豊洲めぐみこども園 清水建設株式会社
14 こどものホスピスプロジェクト 一般社団法人こどものホスピスプロジェクト

15 ⽴川市子ども未来センター

⽴川市／清水建設株式会社／株式会社佐藤総合計画／
株式会社studio-L／株式会社合人社計画研究所／
特定非営利活動法人ワーカーズコープ／街制作室株式会社／
株式会社ムービック・プロモートサービス／株式会社共⽴／
株式会社壽屋

16 たけなかこどもクリニック
シコウ＋デ＋サイン一級建築士事務所／
たけなかこどもクリニック

17 共助を取り入れた子育てしやすいまちづくり
〜子育て共助のまち普及モデル事業〜

積水ハウス株式会社

18 コビープリスクールはこざき 株式会社 コビーアンドアソシエイツ／ミサワホーム株式会社

19 江東湾岸サテライト　SMART NURSERY SCHOOL
本園　テニスの森キャンパス

積水ハウス株式会社／社会福祉法人　高砂福祉会

20 にんじん保育室　船橋総合病院 清水建設株式会社一級建築士事務所
21 保育園児の命と健康を守るワ－クショップ 日本赤⼗字社

22 子どもを守り、子どもの未来を豊かにする３つのコンテスト
（ミライリッチ、始めよう！）

株式会社LIXIL住宅研究所

23 Combi コンパクト沐浴ユニット MU31 コンビウィズ株式会社

24 森のルーナ保育園 社会福祉法人あおい会　／　株式会社ジャクエツ環境事業　／
横浜市こども⻘少年局こども施設整備課

25 認定こども園　新田塚幼稚園
－認定こども園における「やさしい厨房」デザインプロジェクト

学校法人華蔵学園　／　株式会社ジャクエツ環境事業　／
株式会社タニコー

 
～子どもの産み育て支援デザイン 地域・社会部門～ 

 
 

 

 

 

 

※順不同 
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NO. プロジェクト名 応募者̲応募団体名
26 高⾒学童移転プロジェクト　ワークショップ「学童保育の育て⽅」 名城大学建築学科谷田真研究室／井澤幸住宅設計室
27 おいしいお部屋プロジェクト 白梅学園大学　林　薫研究室
28 大阪信愛認定こども園 学校法人　大阪信愛⼥学院　　株式会社　⽯本建築事務所

29 新栄保育園 社会福祉法人 新栄会／株式会社 16アーキテクツ／
コクヨファニチャー 株式会社

30 第一幼稚園 学校法人 第一学園／株式会社 日比野設計

31 従業員と会社の共同寄付制度「積水ハウスマッチングプログラム」 積水ハウスマッチングプログラムの会
（事務局／コーポレート・コミュニケーション部CSR室）

32 減音緩衝フロア セキスイウレタン加工株式会社／積水化成品工業株式会社
33 ノムラのソーシャルマーケティングへの取り組み＜チームＭ＞ 株式会社乃村工藝社
34 妙円寺保育園 社会福祉法人大潟福祉会／久保建築創造ラボ株式会社

35 フォレストキッズ保育園 社会福祉法人創心会／
株式会社渡辺有規建築企画事務所

36 北本市⽴児童館／こども図書館 北本市／株式会社 安井建築設計事務所
37 Kodomonia! 株式会社ダッドウェイ

38 よこはま多世代・地域交流型住宅「ココファン横浜鶴⾒」 学研ココファングループ
((株)学研ココファンホールディングス、(株)学研ココファン)／横浜市

39 アフラックペアレンツハウス アフラック／公益財団法人がんの子どもを守る会
40 大伝馬ふれあい保育園 株式会社日建スペースデザイン

41 全国の保有不動産を活⽤したCSV取組
「保育所誘致による待機児童1割解消プロジェクト」

第一生命保険株式会社

 

 

 

 

※順不同 

 

 計 ４１件 
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～未来を担う消費者デザイン部門～ 
 

 

 

 

※順不同 

 

 計 １０件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NO. プロジェクト名 応募者̲応募団体名
1 モノ:ファクトリー 株式会社ナカダイ

2 未来の読者を育てたい
―新聞を楽しく学べる施設 おもしろしんぶん館―

株式会社　新潟日報社

3 三菱HEMS　HEMSコントローラーアプリ 三菱電機株式会社
4 こども薬局 株式会社アイセイ薬局
5 中学生向け出張・受入授業「将来について考えよう」 日本生命保険相互会社
6 こどもわくワーク 特定非営利活動法人クロスメディアしまだ
7 みつびしでんき野外教室 三菱電機株式会社

8 在来作物で味覚のレッスン 映画「よみがえりのレシピ」製作委員会／
有限責任事業組合 いでは堂

9 ねばねば元気プロジェクト 漫画兄弟／株式会社ドリームエージェント

10
コヂカラ地⽅創生プロジェクト
－ファーストプロジェクト　沖縄県⻄原町コヂカラ－

沖縄県⻄原町／国⽴大学法人　琉球大学／
NPO法人 コヂカラ・ニッポン／株式会社 髙島屋／
株式会社 ノムラデベロップメント／株式会社 ノムラデュオ
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～復興支援デザイン部門～ 
 

 

 

 

※順不同 

 

計 １５件 

 

  

NO. プロジェクト名 応募者̲応募団体名
1 福島大学生による人形劇上演プロジェクト 公益財団法人ニッセイ文化振興財団（日生劇場）

2 いわき市豊間・薄磯地区防災緑地「どんぐりプロジェクト」 安藤ハザマ・五洋・⻄武・⽟野総合・
基礎地盤いわき市震災復興事業共同企業体

3 携帯電話で、東北の子どもたちへ継続的な⽀援を！ ソフトバンク株式会社

4 震災復興と環境保全を通じ、子どもたちの生きる⼒を育む
「巣箱作り体験教室」

積水ハウス株式会社

5 東日本大震災復興⽀援プロジェクト 「あさひ幼稚園」 ロゴ開発 ビーコン　コミュニケーションズ株式会社　グラフィック スタジオ部

6 ひさのはま夢あかり２０１５
ぼんぼり光環境計画／東京都市大学工学部建築学科
小林茂雄／久之浜・大久地区復興対策協議会／
久之浜商工会⻘年部／福島県／いわき市

7 三宝保育園 社会福祉法人　三宝護念会
8 仙台発そなえゲームの開発 市⺠協働による地域防災推進実⾏委員会

9 Hisanohama hanabi いわき市⽴久之浜第一小学校／
久之浜大久地区まちづくりサポートチーム

10 Hisanohama aquarium いわき市⽴久之浜第一小学校／unabara／
久之浜大久地区まちづくりサポートチーム

11 Hisanohama collection いわき市⽴久之浜第一小学校／
久之浜大久地区まちづくりサポートチーム

12 遊びのワークショップ「こすってでるでる！もようがいっぱい」 札幌市⽴大学デザイン学部　あそびlab「オヘソ」
13 ふれあい森林教室 公益財団法人ニッセイ緑の財団
14 未来への絆　〜みやぎ防災教育副読本〜 凸版印刷（株）東日本事業本部

15 みやぎ「夢・復興」ジュニアスポーツパワーアップ事業 みやぎ「夢・復興」ジュニアスポーツパワーアップ事業実⾏委員会／
公益財団法人東日本大震災復興⽀援財団
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【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、消費者庁 

【特別協賛】     森ビル株式会社 

【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」、「子どもたちの創造性と未来を

拓くデザイン」、「子どもたちを産み育てやすいデザイン」の３つのデザインミッションから構成された顕

彰制度です。社会的、文化的な見地から公正な評価を与え、子ども環境の高度化を図ることを目的

としています。受賞作品は、「キッズデザインマーク」を使用することができます。 

【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、2015 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。乳幼児用品や玩具などの子ども用の製品・

空間・サービスはもちろん、あらゆる年齢層が使うもので、かつ子どもへの配慮、子ども目線を持った

良質な製品・空間・サービス・プログラム・調査研究活動など幅広いものが対象です。 

【募集期間】    2015 年 3 月 3 日(火) ～ 5 月 7 日(木)   

【応 募 先】     キッズデザイン賞ＷＥＢサイト＜http://www.kidsdesignaward.jp/2015/＞より受付 

【応募総数】    8 部門合計 444474747474 点点点点 

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 

以下にあげる 8 つの中から応募部門を選択。 

《《《《子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン》子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン》子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン》子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン》                                                                                                                                    

①子ども視点の安全安心デザイン 子ども部門 ・・・ 60 点     

子ども（０～１5 歳）を直接の対象とする製品、施設、サービスにおいて、安全に配慮されたもの。  

②子ども視点の安全安心デザイン 一般部門 ・・・ 88 点        

子どもを含めた一般向けの製品、施設、サービスにおいて、子どもが接触する可能性があるもので、

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》《子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン》《子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン》《子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン》    

③子どもの未来デザイン 感性・創造性部門 ・・・ 98 点    

子どもの創造性、感性、五感を育み、自らが進んで創造的な行為に取り組むことを促すもので、新た

な発想、工夫、手法があるもの。  

④子どもの未来デザイン 学び・理解力部門 ・・・ 60 点        

子どもが地域社会、歴史、伝統工芸などをはじめ、様々な知識の取得や、運動力の向上、スポーツ

への参画を促すもので、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》《子どもたちを産み育てやすいデザイン》《子どもたちを産み育てやすいデザイン》《子どもたちを産み育てやすいデザイン》    

⑤子どもの産み育て支援デザイン 個人・家庭部門 ・・・ 84 点 

主に子育ての当事者である親・個人(妊婦含む)が使用、利用し、安全かつ楽しく育児に取り組める

夫や心理的な負担や不安を軽減する工夫がなされたもの。  

⑥子どもの産み育て支援デザイン 地域･社会部門 ・・・ 56 点        

保育園、学校、自治体、地域などの施設で使用され、複数の子どもや親を対象とした、安全かつ楽

しい妊娠出産や子育てを支援する工夫がなされたもの。  

    

    

『第９回キッズデザイン賞』 実施概要 
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上記のデザインミッション上記のデザインミッション上記のデザインミッション上記のデザインミッションのいずれかのいずれかのいずれかのいずれかに基づくテーマデザインに基づくテーマデザインに基づくテーマデザインに基づくテーマデザイン    

⑦未来を担う消費者デザイン部門 ・・・12 点 

小中学生（６～１５歳）を対象とし、未来の自立した消費者となるべき子どもを育む取り組み、社会環

境づくりなどで、新たな発想、工夫、手法があるもの。 

⑧復興支援デザイン部門 ・・・16 点 

東日本大震災の被災地へ向けた復興支援の取り組み・活動で、子ども視点のあるもの。被災地の

子どもたちが安心して笑顔のある暮らしを一日でも早く取り戻すことに寄与する取り組み。  

 

  ＜商品デザイン分野＞＜商品デザイン分野＞＜商品デザイン分野＞＜商品デザイン分野＞    

  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・空間デザイン分野＞＜建築・空間デザイン分野＞＜建築・空間デザイン分野＞＜建築・空間デザイン分野＞    

    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分野＞＜コミュニケーションデザイン分野＞＜コミュニケーションデザイン分野＞＜コミュニケーションデザイン分野＞    

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。 

＜リサーチ分野＞＜リサーチ分野＞＜リサーチ分野＞＜リサーチ分野＞    

    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。 
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【賞の構成】 

        

《最優秀《最優秀《最優秀《最優秀賞》賞》賞》賞》        内閣総理大臣賞    

                                                                    

《《《《優秀賞》優秀賞》優秀賞》優秀賞》    

★子ども視点の安全安心デザイン 子ども部門    経済産業大臣賞 

★子ども視点の安全安心デザイン 一般部門     経済産業大臣賞 

★子どもの未来デザイン 感性・創造性部門     経済産業大臣賞 

★子どもの未来デザイン 学び・理解力部門     経済産業大臣賞 

★子どもの産み育て支援デザイン 個人・家庭部門  少子化対策担当大臣賞 

★子どもの産み育て支援デザイン 地域･社会部門   少子化対策担当大臣賞 

★未来を担う消費者デザイン            消費者担当大臣賞 

 

新設！ 

★男女共同参画テーマ賞              男女共同参画担当大臣賞  

産前産後、子育て期の男女が、子どもを産み育てながら、社会参加しやすい環境づくりを支援する

製品、空間、サービスを対象とする賞で、本年の第二次審査を通過したすべての応募作品の中から、

本主旨に則った作品で、最も優れたもの一点に授与されます。 

    

《《《《奨励奨励奨励奨励賞》賞》賞》賞》        

キッズデザイン協議会会長賞 

    

《特別賞》《特別賞》《特別賞》《特別賞》        

審査委員長特別賞 

ＴＥＰＩＡ特別賞 

 

 

 

 

 

 

 

子ども視点の

安全安心デザイン

子ども部門

子ども視点の

安全安心デザイン

一般部門

子どもの未来デ

ザイン　感性・

創造性部門

子どもの未来デ

ザイン　学び・

理解力部門

子どもの産み育て

支援デザイン

個人・家庭部門

子どもの産み育て

支援デザイン

地域・社会部門

未来を担う消費者

デザイン部門

男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画

テーマテーマテーマテーマ賞賞賞賞

経済産業
大臣賞
１点

経済産業
大臣賞
１点

経済産業
大臣賞
１点

経済産業
大臣賞
１点

少子化対策
担当大臣賞
１点

少子化対策
担当大臣賞
１点

消費者
担当大臣賞
１点

男女共同
参画担当
大臣賞
１点

キッズデザイン
協議会会長賞

＜復興支援デザイン

部門＞

キッズデザイン協議会

会長賞

審査委員長特別賞 ＴＥＰＩＡ特別賞

キッズデザイン賞(二次審査通過作品)

内閣総理大臣賞(最優秀賞)内閣総理大臣賞(最優秀賞)内閣総理大臣賞(最優秀賞)内閣総理大臣賞(最優秀賞)　　　　１１１１点点点点

キッズデザイン
協議会会長賞

キッズデザイン
協議会会長賞

キッズデザイン
協議会会長賞

審査委員長特別賞 審査委員長特別賞 審査委員長特別賞

優
秀
賞

奨
励
賞

特
別
賞
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【報道関係者様からのお問合せ先】                              

「第９回キッズデザイン賞」広報事務局（ﾌﾛﾝﾃｨｱｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ内）橋本・森・千葉  

Tel：03-5778-4844 / Fax：03-3406-5599 

【企業様からのお問合せ先】                              

第９回キッズデザイン賞応募事務局 Tel：03-3549-1215 / Fax：03-3549－0620 （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 

 

【審査委員】 審査委員長   ：益田 文和 （オープンハウス代表取締役）  

         副審査委員長 ：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代表取締役所長） 

無藤 隆   (教育心理学者、白梅学園大学教授)  

持丸 正明 （国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人間情報研究部門 部門長） 

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ヒューマンライフテクノロジー研究部門 首席研究員）    

                                  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）  

            佐藤 卓    （グラフィックデザイナー 佐藤卓デザイン事務所 代表取締役）  

            竹村 真一  （文化人類学者 京都造形芸術大学教授）  

           西田 佳史  （国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人間情報研究部門 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) 

            ひびの こづえ （コスチュームアーティスト）  

            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）  

                                  山中 敏正   （筑波大学芸術系教授 日本デザイン学会会長） 

 

【記者発表会・表彰式・シンポジウムのご案内】 

 第９回キッズデザイン賞の記者発表会・表彰式・シンポジウムを下記の通り実施致します。 

            記者発表では、最優秀賞、優秀賞、奨励賞、特別賞の発表のほか、受賞作品の展示・撮影会、 

            受賞者への個別取材を予定しております。 

 

◆日 時：2015 年 8 月 3 日（月） 

〈記者発表会〉１0:00～11:00 〈表彰式〉13:00～14:00 〈シンポジウム〉14:30～17:00 

※9:30～報道受付 

◆会 場：アカデミーヒルズ ４９ （六本木ヒルズ内４９階）  

  

 

 

 

 

 


