PRESS RELEASE
【報道関係各位】

2020年8月21日

「子ども・子育て視点で社会課題を解決。新しい生活様式への提案も。」

「第14回キッズデザイン賞」受賞作品237点を発表！
～各大臣賞などの優秀作品は9月30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21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14回キッズデザイン賞」の受賞作品237点を、発表しました。
2007年のキッズデザイン協議会の創設以来、「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5,376点、受賞数は3,205 点となりました。
今回は、新しい生活様式に対応して、家で過ごす時間に関わる玩具や遊具をはじめ、屋内空間、住宅関連設備など
の応募に増加傾向がみられました。さらに持続可能な開発目標（SDGs）の実現を目指し、子どもが大人と主体的に
関わり、未来の地球・社会を考えるサービスや取り組みもみられました。様々な業態で大きな転換を迫られている今、受
賞を契機に、このような優れた作品が社会へ広がることを期待します。
*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 取締役シニアアドバイザー）

「第14回キッズデザイン賞」トピックス

◆新しい生活様式に対応した子ども・子育て製品やサービスが充実
今年は、新型コロナウイルス感染拡大により、「新しい生活様式」「テレワーク」などニューノーマルな生活スタイルが推奨され、家族
が自宅で長時間過ごすことによる、子ども・子育てに関わる新たな課題が見えてきています。今回の応募受付期間は、まさに感染
拡大防止のための外出自粛が求められた時期でしたが、玩具や遊具、屋内空間、住宅関連設備の応募が増加傾向にあること
からも、おうち時間を豊かにすることに貢献する製品やサービスに企業が着目していることがうかがえます。

◆子どもと一緒に未来の地球・社会を考えるサービスや取り組みの増加
年々意識が高まっている、持続可能な開発目標（SDGs）の実現を目指した取り組みに関する応募が、今年も増加傾向にあ

ります。未来を担っていく子どもたちに対し、健康や教育、環境など様々な分野の課題に向き合う取り組みを実施しており、教育
機関のみならず、個人や団体、企業にわたり積極的に、子どもと一緒に未来の地球・社会を考える動きが見られました。

◆多様性を受容する社会への関心の高まりを反映
一人ひとりの子どもの特性を受け止め、自分らしく過ごすための配慮をした製品、サービスや、それぞれの違いを理解し、お互いを
尊重する心を育む場を提供する施設、取り組みなどの応募が多数みられ、子どもの多様性への関心の高まりが感じられました。
第13回キッズデザイン賞表彰式

◆最優秀賞などの発表・表彰式 ※詳細後日発表

受賞者と受賞作品展示

日程：9月30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」
など優秀作品を発表、表彰式を行います。
取材のご案内等詳細につきましては、後日発表いたします。
※今年は会場＋オンラインでの開催を予定しております。
※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

1/7ページ

PRESS RELEASE
【報道関係各位】

2020年8月21日

■賞の構成
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
部門

一般
部門

クリエイティブ
部門

経済産業
大臣賞

経済産業
大臣賞

経済産業
大臣賞

奨励賞

消費者育成
部門

内閣総理大臣賞

最優秀賞
優秀賞

リテラシー
部門

キッズデザイン協議会会長賞

子どもたちを産み育てやすい
デザイン
個人・家庭
部門

地域・社会
部門

男女共同参画
部門

少子化対策担当
大臣賞

男女共同参画担当
大臣賞

※第7回（2013年）から

経済産業
大臣賞

消費者担当
大臣賞

少子化対策担当
大臣賞

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
特別賞

東京都知事賞
TEPIA特別賞
キッズデザイン賞（審査通過作品）

■「第14回キッズデザイン賞」審査委員

（所属・役職は令和2年4月15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 (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)
持丸 正明 (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)
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 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 特命上席研究員)
五十嵐 久枝（インテリアデザイナー／武蔵野美術大学 空間演出デザイン学科 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)
中村 俊介（芸術工学博士／しくみデザイン 代表取締役）
西田 佳史 (東京工業大学 工学院 機械系 教授)
橋田 規子 (プロダクトデザイナー／芝浦工業大学 教授)
深田 昭三（愛媛大学 教育学部 教授）
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／東京大学大学院 教授)
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／筑波大学 芸術系 教授）
渡 和由（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

【50音順】

■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109: 企業63 自治体27 その他、団体など19 （2020年8月1日現在）

【報道関係者からのお問合せ先】
「第14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） 田口・小石
TEL：03-6427-1627 FAX：03-6730-9713 E-mail：contact@kartz.co.jp
【企業様からのお問合せ先】
「第14回キッズデザイン賞」 事務局
TEL：03-5405-2142（平日10:00-17:00）E-mail： 2020kids@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14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・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。

【募集期間】

2020年3月2日(月) ～ 5月18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】

受賞数 237点（応募数：390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。

【部門】

《子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン》 ・・・ 55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》 ・・・ 99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》 ・・・ 83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。

◆新型コロナウイルス感染症の影響による受賞作品の発売等の遅延に関する取扱いについて
キッズデザイン賞の応募規定では、2020年11月1日時点で日本国内において購入等※ができるものを応募対象としております。現
在、国内はもとより、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、原材料の調達、生産、物流等に大きな影響が出ている
ことから、この期限の条件を満たさない受賞作品がでてくることが想定されます。
このような作品に対して、キッズデザイン賞事務局において、発売等の遅延期間の幅を考慮した上で、その原因が新型コロナウイルス
感染症による影響であることが事実として確認できた場合、特例として、受賞取消を行わない対応をとることといたします。
なお、当該作品につきましては、10月下旬に公開予定の、受賞検索サイトの作品紹介において、個別に特例の扱いの対象である旨
の記載を行うこととします。
※応募カテゴリーごとの条件（それぞれ日本国内において）
プロダクトカテゴリー：2020年11月1日時点で購入できるもの ／ アプリケーション・サービスカテゴリー：2020年11月1日時点で利用できるもの
建築・空間カテゴリー：2020年11月1日時点で竣工しているもの ／ 量産住宅・集合住宅：2020年11月1日時点で発売されているもの
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第14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

あいすファクトリー

大分県

～怒られない服～ 子どもの人生が開花するTシャツ

2

愛知淑徳大学 佐藤朝美

愛知県

園生活の保護者の振り返りを支援するデジタルストーリーテリングWSの開発

3

株式会社AiNest ／ 積水ハウス株式会社

宮城県

Open Village ノキシタ

4

株式会社アイム・コラボレーション

岡山県

子どもが育つ家「セカンド玄関～おかえり玄関～のある家」

5

アエラホーム株式会社

東京都

外張W断熱住宅「クラージュ G-Classe」

6

アエラホーム株式会社

東京都

全館空調換気システム「エアリア」

7

株式会社赤ちゃん本舗

大阪府

ドレスオール 赤ちゃんに優しい仕様

8

旭化成ホームズ株式会社

東京都

セミオーダースタイルの家づくり「myDESSIN（マイデッサン）」

9

株式会社アックスヤマザキ

大阪府

子育てにちょうどいいミシン

大阪府

にこにこノート

10 株式会社 アトリエ オズミィ ／ 株式会社デプス
株式会社アプリコット倶楽部 ／ 株式会社ヨシダデザインワークショップ ／ TDLアーキテクツ一級
11
建築士事務所

神奈川県 あぷりこっと保育園 エミタス久本

12 アマゾンジャパン合同会社

東京都

Kindleキッズモデル

13 株式会社イシン住宅研究所

岡山県

ウイルスファイターイレブン

14 株式会社一条工務店

東京都

ロスガード90 うるケア

15 株式会社一条工務店

東京都

i-smile

16 一級建築士事務所ar-co. ／ 株式会社笑福

大阪府

彩葉保育園

17 一級建築士事務所アンブレ・アーキテクツ

愛媛県

「だんだん」保内児童センター・保内保育所

18 一級建築士事務所サンゴデザイン

東京都

碑の共生ハウス

19 株式会社今井書店 ／ 株式会社ベリー ／ ロイヤルハウス株式会社

島根県

今井書店子育て支援プロジェクト

20 株式会社イリア

東京都

T8屋内プレイグラウンド nalu cube

21 岩手インフォメーション・テクノロジー株式会社

岩手県

おが～るシステム

22 株式会社ウィンゲート

東京都

ウィンゲートキッズ

23 株式会社上田建築事務所 ／ 社会福祉法人須崎市保育協会

高知県

おひさま保育園

24 株式会社ウブントゥ ／ 株式会社横松建築設計事務所

山梨県

認定こども園 ウブントゥ忍野の森

25 エースホーム株式会社

東京都

子育て家族にやさしい住まい「アンディ・ニード」

26 SCSK株式会社

東京都

CAMPぼんやり灯ワークショップ

27 株式会社NSP設計

広島県

神石高原町立くるみ保育所

28 株式会社NTTドコモ ／ シャープ株式会社

東京都

キッズケータイ

29 LSDdesign株式会社

沖縄県

みやくるる

30 社会福祉法人圓通福祉会 広瀬こども園 ／ 株式会社菅野企画設計

静岡県

広瀬こども園

31 桜美林大学 林秀紀

東京都

木製玩具の教育効果体系の構築と玩具デザイン手法の研究

大阪府 ／ 積水ハウス株式会社 ／ 株式会社ジャクエツ ／ コクヨ株式会社 ／ 特定非営利活
32
動法人GIS総合研究所

大阪府

それ、こどもOSです

33 株式会社オージーケーカブト

大阪府

Picot

34 株式会社オージーケーカブト

大阪府

スクールメットシリーズSB-02

35 株式会社環境デザイン研究所 ／ 株式会社SIXINCH. JAPAN

東京都

コミュニティーホール

東京都

5GやVR・水中ドローン等の先端術を活用した遠隔教育プロジェクト

37 一般社団法人かんのむしLAb.

群馬県

むしのしわざプロジェクト

38 株式会社かんべ笑会 ぐいパンプロジェクト

福岡県

手ぬぐいパンツ「ぐいパン」

株式会社キッズコーポレーション ／ 株式会社a_d_d_o 一級建築士事務所 ／ 丸善雄松堂
39
株式会社

東京都

大空と大地のなーさりぃ西蒲田四丁目園

40 社会福祉法人協愛福祉会 ／ 株式会社プラスチックアーキテクツ

宮崎県

ひなたの森保育園

41 社会福祉法人教證会 ／ 株式会社ジャクエツ

佐賀県

大楠の里こども園

42 近鉄不動産株式会社

大阪府

KODOMORE－コドモア－

43 株式会社グースカンパニー

東京都

しろくまさん帽子

44 クックパッド株式会社

東京都

おりょうりえほん

45 クツワ株式会社

大阪府

とうもろこしねんどシリーズ

46 クツワ株式会社

大阪府

ドクターコンパス

47 株式会社久米設計

東京都

埼玉県立小児医療センター

48 株式会社グラフィコ

東京都

スキンピースファミリー UVスプレージェル

49 株式会社CRAMBERS

北海道

「PUPUNOTE（ププノート）」

50 グローカルデザインスクール株式会社

静岡県

ジュニアビレッジ

51 ケイアイスター不動産株式会社

東京都

みんなの庭付き 都市型分譲住宅 シェアガーデンハウス・スタイル三鷹

52 コープデリ生活協同組合連合会

埼玉県

コープデリ商品検査センターと地域で進める食の安全と学び

53 コクヨ株式会社

大阪府

しゅくだいやる気ペン

54 『COSMOS』製作委員会

東京都

帰国・外国人児童のためのJSL国語教科書語彙シラバスデータベース『COSMOS』

55 特定非営利活動法人子どもと住文化研究センター

大阪府

住文化を発信する「住まいの絵本館」

36

学校法人関西学院大学 ／ 富士通株式会社 ／ 富士通ネットワークソリューションズ株式会社
／ 株式会社富士通ビー・エス・シー
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特定非営利活動法人こどものけんちくがっこう ／ 国立大学法人 鹿児島大学 環境建築研究室
56
鹿児島県 こどものけんちくがっこう
／ 株式会社ベガハウス
57 子どもの食卓株式会社

東京都

味覚を育てる幼児食 冷凍食品4種おかずセット

58 子どものまち・いしのまき実行委員会 ／ 株式会社竹中工務店

宮城県

子どものまち・いしのまき

59 コドモフク ひよこ屋

滋賀県

介護用子ども服のセレクトショップ ひよこ屋

株式会社コプラス ／ 特定非営利活動法人コレクティブハウジング社 ／ 相互住宅株式会社 ／
60
株式会社アルコデザインスタジオ

東京都

まちのもり本町田

61 小松ウオール工業株式会社

石川県

幼児用トイレブース「プリティブース®」

62 株式会社コロナ

新潟県

自然冷媒（CO2）ヒートポンプ給湯機 CHP-HXE37AY3ほか

63 コンビ株式会社

東京都

スゴカルSwitch

64 コンビ株式会社

東京都

遮熱メッシュカバー

65 コンビ株式会社

東京都

THE S シリーズ

66 コンビウィズ株式会社

東京都

magodoco storybook

67 コンビウィズ株式会社

東京都

Combi magodoco ボックスシートGR11

68 境町 ／ 社会福祉法人コビーソシオ ／ 合同会社あまね設計 ／ ミサワホーム株式会社

茨城県

コビープリスクールさかい

69 佐賀県

佐賀県

弘道館2 －藩校しようぜ。－

70 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？

71 株式会社三栄建築設計

東京都

黒板でシェアする「アウトサイドベース」

72 株式会社サンゲツ

愛知県

クレヨンのかべがみ

73 株式会社サンプロ

長野県

初期投資も光熱費も、子育て世代の家計にやさしい「Airflow＋FAN」

74 サンヨーホームズ株式会社

大阪府

全館空調Lite（ライト）

75 三和シヤッター工業株式会社 ／ 三和システムウォール株式会社

東京都

サンスクール

76 ジェクス株式会社

大阪府

チュチュ 紙パック用乳首

77 ジェクス株式会社

大阪府

チュチュ 広口タイプ哺乳びん

78 株式会社ジオジャパン ／ 株式会社Qbi Globe Inc.

愛媛県

Qbi toy

79 株式会社志垣デザイン店

熊本県

そらいろ保育園

80 shige hasegawa design

東京都

空間認識能力が身につく進化系おりがみ snapband（スナップバンド）

81 品川シーズンテラス株式会社 ／ 株式会社丹青社

東京都

移動できる授乳室

82 株式会社ジャクエツ

福井県

CLIMBING WALL GAMBA

83 株式会社ジャクエツ

福井県

Ronde

84 株式会社ジャクエツ

福井県

アクアリオシリーズ

85 株式会社ジャクエツ

福井県

プティ トワレ

86 株式会社 新昭和FCパートナーズ

千葉県

クレバコいえづくり

87 株式会社STUDIO YY

東京都

丘の幼稚園

88 ステッドラー日本株式会社

東京都

ノリス ジュニア 色鉛筆

89 スマートシッター株式会社

東京都

スマートシッター

90 住友林業株式会社 ／ 住友林業クレスト株式会社

東京都

スチール製階段用オープン手摺セット

91 積水ハウス株式会社

大阪府

子育て世帯の住環境提案 “在宅ワークしやすい賃貸住宅「シャーメゾン」”

92 積水ハウス株式会社

大阪府

積水ハウスのキッズでざいん コドモイドコロ

93 積水ハウス株式会社

大阪府

関東住まいの夢工場 小林さんち。

94 積水ハウス株式会社 ／ 千葉県大網白里市

千葉県

大網白里市子育て交流センター

95 象印マホービン株式会社

大阪府

STAN. シリーズ IH炊飯ジャー

96 株式会社ソーグッド

東京都

sogood DaVinci series

97 タイガー魔法瓶株式会社

大阪府

良い音設計搭載フードプロセッサー

98 太陽工業株式会社

東京都

ふわふわドーム

99 タカノ株式会社

長野県

バンビーナposi

100 株式会社チクマ

大阪府

かっぱかばー

101 株式会社中央住宅

埼玉県

AKUNDANA

102 チヨダウーテ株式会社 ／ 株式会社ナガイ

三重県

さらりウォール

103 株式会社ツチヤタケシ建築事務所 ／ 学校法人熊谷立正学園

埼玉県

立正幼稚園 認定こども園棟

104 株式会社Dig-A-Doo ／ 株式会社ピース

東京都

かなカナ

105 株式会社テクニカルアーティスト

東京都

Beeboard こども黒板

106 デザインのとびら

東京都

観察力を磨き、自由に想像することで、創造性への自信を親子で高めるワークショップ

107 株式会社手塚建築研究所

東京都

認定こども園ミライズそら

108 東急不動産株式会社 ／ 合同会社みのおママの学校

東京都

キューズ子育てつどいのひろば

株式会社東畑建築事務所 ／ 福井大学 西本雅人研究室 ／ 株式会社鈴木一級建築士事
109 務所 ／ 愛知産業大学 宇野勇治研究室 ／ 蒼築舎株式会社 ／ 株式会社工房ヤマセン辻
佛檀 ／ 新川森林組合 ／ 魚津市立星の杜小学校 ／ 魚津市教育委員会

富山県

木造校舎を使った木育カリキュラムの実践

110 東北日本ハム株式会社

山形県

市販用冷凍食品みんなの食卓®シリーズ

111 凸版印刷株式会社 ／ 株式会社フレーベル館

東京都

できるーと かずシリーズ

112 株式会社twha

福岡県

木の実保育園

113 株式会社twha

福岡県

大川保育園

114 トヨセット株式会社 ／ ダイナパック株式会社 ／ 株式会社シンクスデザイニングプロ

愛知県

はじめてのおもちゃ箱 SQUARE FIRST

115 株式会社トンボ鉛筆

東京都

しっかりもてるかきかたえんぴつ
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116 ナカバヤシ株式会社

大阪府

アルバム研究所

117 中村被服株式会社 ／ 地方独立行政法人山口県産業技術センター

山口県

まもる君

118 名古屋産業大学 環境教育研究プロジェクト ／ 株式会社ユードム

愛知県

CO2センシングを基盤とした環境学習支援

119 ナブテスコ株式会社

東京都

ナブコ自動ドア用センサー 『N Search（エヌサーチ）』

120 西川株式会社

東京都

うずまきキルト掛けふとん

121 西川株式会社

東京都

ディフェンス固わた敷きふとん

122 株式会社ニチベイ

東京都

バーチカルブラインド「シングルスタイル バトン式 両開き仕様 ミニマルウエイト」

123 日進市

愛知県

園児向け工事説明会の有効性について～愛知県日進市立保育園改修工事での取組み

124 日通システム株式会社

東京都

妊活支援・母子手帳・育児手帳アプリ「ママケリー」

125 日本毛織株式会社 ／ 株式会社竹中工務店

千葉県

ニッケコルトンプラザ ツムグテラス

126 日本エイテックス株式会社

東京都

キャリフリー チェアベルト ポケット

127 日本エイテックス株式会社

東京都

ツインズキャリー コネクト

128 日本エイテックス株式会社

東京都

避難用2人抱きキャリー ベストタイプ

129 日本エイテックス株式会社

東京都

避難用ポータブルキャリー

130 株式会社日本ハウスホールディングス

東京都

ワザック大田・鵜の木

131 株式会社日本ハウスホールディングス ／ 金子尚志,滋賀県立大学/ESTEC and partners

東京都

LDK+K

132 株式会社日本ハウスホールディングス ／ 株式会社環境デザイン研究所

東京都

立山キッズランド（ホテル森の風 立山）

133 株式会社日本福祉総合研究所（どろんこ会グループ） ／ 関西グリコ株式会社

東京都

保育園とお菓子工場が共に取組む子育て「一粒の種から広がっていく体験を環境教育へ」

134 ノーマンジャパン株式会社

東京都

NORMAN® バーチカルブラインド

135 株式会社野口直樹建築設計事務所 ／ 学校法人中球磨学園

福岡県

摩耶幼稚園

136 株式会社野口直樹建築設計事務所 ／ 社会福祉法人未来福祉会

福岡県

日蒔野あおぞら保育園

137 社会福祉法人野の草会 ／ 株式会社サオビ ／ 砺波工業株式会社

神奈川県 ひみ子育ての杜 あさひの丘こども園

138 学校法人野村学園 ／ 株式会社no.555一級建築士事務所

神奈川県 Pearl Nursery School

139 株式会社バウハウス

新潟県

NiiGATAキッズデザイン

140 株式会社博報堂 ／ 株式会社九州博報堂 ／ 株式会社西日本シティ銀行

東京都

街-1グランプリ

141 パナソニック株式会社

大阪府

パナソニック LED懐中電灯 BF-BG44

142 パナソニック株式会社

大阪府

スマホで外でもドアホン VL-SWD505KS

143 パナソニック株式会社

大阪府

タッチスクリーン液晶ディスプレイ

144 パナソニック株式会社

大阪府

初めてでも安心！ すぐに作れる離乳食レシピブック付きハンドブレンダー

145 パナソニック株式会社

大阪府

ファーストシェービングシリーズ

146 パナソニック株式会社

大阪府

子ども向け「エコ体験学習」

147 パナソニック サイクルテック株式会社 ／ コンビ株式会社

大阪府

ギュット・クルームR・EX BE-ELRE03

148 原貿易株式会社

神奈川県 RoSK 3シーズン スーパーマルチプルカバー

149 パラマウントベッド株式会社 ／ 特定非営利活動法人チア・アート

東京都

ぷれパレット（子どもたちのココロの準備支援ツール）

150 バルミューダ株式会社

東京都

BALMUDA The Pure

151 バルミューダ株式会社

東京都

BALMUDA The Lantern

152 株式会社パロマ

愛知県

ガスビルトインコンロ「クレア」

153 パワープレイス株式会社 ／ 有限会社テラダデザイン一級建築士事務所

山形県

高畠町屋内遊戯場もっくる

154 BXテンパル株式会社

東京都

スライドキャンバス ソラカゼ

155 特定非営利活動法人びーのびーの

神奈川県 家族シミュレーション

156 株式会社ピコトン

東京都

ストリートビューミュージアム

157 ピジョン株式会社

東京都

赤ちゃんのやわらかパックごはん

158 ピジョン株式会社

東京都

母乳フリーザーパック

159 ピジョン株式会社

東京都

母乳フリーザーパックアダプター

160 ピジョン株式会社

東京都

ストローボトル クルット

161 ピジョン株式会社

東京都

ピジョンおしゃぶり（Skin Friendly・Fun Friends）

162 株式会社日比野設計＋幼児の城

神奈川県 熱海市立あたみこども園

163 株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 社会福祉法人小浜会

神奈川県 こどもの丘ナーサリー

164 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 キッズアミ

165 株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 社会福祉法人弥十郎愛育会

神奈川県 しらとりこども園

166 株式会社日比野設計＋幼児の城＋福祉施設研究所 ／ 社会福祉法人南高愛隣会

神奈川県 Local Station Cross

167 ひより保育園

鹿児島県 ひより保育園食育活動

168 ひより保育園 ／ そらのまち出版 ／ 株式会社スピッカート

鹿児島県 「ひより食堂」へようこそ 小学校にあがるまでに身に付けたいお料理の基本

169 ひより保育園 ／ 株式会社無垢 ／ 藤次郎株式会社

鹿児島県 ひより保育園子ども包丁

170 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

福岡市科学館季刊誌マンモス展読み解きプログラムブック

福祉型障がい児入所施設 まごころ学園 ／ 一級建築士事務所 山下研究室 ／ 株式会社長
171 建設計事務所 ／ 有限会社江尻建築構造設計事務所 ／ 株式会社設備工房アドイン ／ ハ
イランドパーク

新潟県

まごころ学園（福祉型障がい児入所施設）

172 フクビ化学工業株式会社

福井県

ピュアナガード

173 フクビ化学工業株式会社

福井県

ベリーウェイ

174 不二サッシ株式会社

神奈川県 ALBEAM SYSTEM LINE TYPE

175 富士通株式会社

東京都

未来を担う子供たちに学びの機会を提供「富士通の環境出前授業」

176 藤村龍至/RFA＋林田俊二/CFA

東京都

すばる保育園

177 ブラザー販売株式会社

愛知県

プリンターでふれあおう！プリふれ
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178 株式会社プラザセレクト

徳島県

家事時間を家族時間にできる家

179 プラス株式会社

東京都

エアイン 富士山消しゴム

180 ブリヂストンサイクル株式会社

埼玉県

ブリヂストン アンカー RJ1

181 株式会社プレースホルダ ／ 株式会社スペース

静岡県

リトルプラネット ららぽーと沼津

182 株式会社フレーベル館

東京都

ASOPPA！

183 株式会社フレーベル館 ／ 株式会社エバニュー

東京都

shooB

184 株式会社ペーパーパレード

東京都

紙活字印刷キット

185 株式会社ベネッセスタイルケア

東京都

その子の宇宙が拡がり続けるためのことば

186 ペパーソンインターナショナル株式会社

神奈川県 日本と繋がる好きになる！ 海外在住小学生対象 PEPキッズサマースクール

187 株式会社ボディアシスト

東京都

スポーツひろば運動教室

188 株式会社ポピンズ ／ 株式会社日建設計 ／ NIKKEN ACTIVITY DESIGN lab

東京都

ポピンズナーサリースクール恵比寿南

189 ポラスマイホームプラザ株式会社 ／ ポラス株式会社

埼玉県

育実（はぐくみ）の丘 東大宮 しあわせ時間を育む家事スタイルの家

190 本田技研工業株式会社

東京都

肩にかけるおまわりさん まもってトート

191 株式会社マイプレイス ／ ソラスプランニング株式会社 ／ エピカデザインオフィス
192

神奈川県 「子と住む」をもっと楽しく『cotosumu』

前田建設工業株式会社 ／ 江東区 ／ テラダデザイン一級建築士事務所 ／ 灯デザイン ／
株式会社ナカサアンドパートナーズ

東京都

江東区有明子ども家庭支援センター

193 株式会社増田桐箱店 ／ trythink 小嶋健一

福岡県

kirihaco toy シリーズ

194 マックホーム株式会社

埼玉県

ミメル 子どもの創造力を育む家

195 マッシュ＆ルーム

神奈川県 えぽん

196 マツダ株式会社

広島県

危険な居眠り・わき見運転を見張るドライバー・モニタリング

197 株式会社マツヤアートワークス KTXアーキラボ

兵庫県

姫路前山児童クラブ

198 合同会社まなびの木 ／ 一級建築士事務所 髙田博章建築設計

東京都

保育園のあるコワーキングスペースつなぐ

199 三起商行株式会社

大阪府

ミキハウス ピュアベール 子ども用マスク

200 ミサワホーム株式会社

東京都

CENTURY Stylepro

201 ミサワホーム株式会社

東京都

CENTURY Stylepro HIRAYA

株式会社ミサワホーム総合研究所 ／ 学校法人日本女子大学 定行まり子研究室 ／ 株式会
202
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

東京都

保育所における1歳児の「主体的な活動」からみた空間・環境に関する研究

203 株式会社水上 オモイオ事業部

大阪府

収納式おきがえ台「フィッテイングボードFIT」壁面・床面兼用

204 水上哲也建築設計事務所 一級建築士事務所 ／ 学校法人 加藤学園

千葉県

のだのこども園

205 有限会社ミスターハマ ／ 八木健吾建築設計事務所 ／ 川路あずさ

兵庫県

ハル ヘアサロン＆ランドリー＋カフェ

206 三菱電機株式会社

東京都

霧ヶ峰 MSZ-Sシリーズ、MSZ-AXVシリーズ

207 三菱電機株式会社

東京都

共働き世帯を応援する調理機「レンジグリルIH」シリーズ

208 合同会社御山 ／ 星設計室 ／ 日幸建設株式会社

千葉県

ことのは保育園

一般社団法人みるみるプロジェクト ／ 株式会社ジャムコン ／ 視能訓練士 平良美津子 ／
209
MATT合同会社

福岡県

みるみるプロジェクト

210 株式会社ムーンスター

福岡県

足の健康と成長をサポートする上履きST

211 株式会社明治

東京都

明治ほほえみ らくらくミルク 及び らくらくミルク専用アタッチメント

212 メデラ株式会社

東京都

「知っておきたい母乳の科学」メデラのeBook

213 メドグラフィカ株式会社

北海道

産科・ARTクリニックアプリ マタニティノート・ファティリティノート

214 学校法人やまざき学園 ／ 株式会社SAI＋建築設計事務所 ／ 株式会社コト葉LAB.

栃木県

認定こども園 釜井台幼稚園

215 株式会社山田伸彦建築設計事務所

東京都

ぶなの木保育園

216 ヤンマーグローバルエキスパート株式会社 ／ 株式会社丹青社

大阪府

ヤンマーミュージアム

217 ユカイ工学株式会社

東京都

ユカイな生きものロボットキット

218 ユニ・チャーム株式会社

東京都

ベビー用紙おむつ「ナチュラルムーニー」

219 ユニ・チャーム株式会社 ／ BABYJOB株式会社

東京都

手ぶら登園

220 横田建築設計事務所 ／ 学校法人清和幼稚園

高知県

清和まつば園

221 米澤隆建築設計事務所

愛知県

町の縁側・家族のテラス・それをつなぐ2つの白い塔

茨城県

くくや台幼稚園

223 株式会社LIXIL

東京都

シャワー付水栓柱

224 株式会社LIXIL

東京都

玄関引戸エルムーブ2

225 株式会社LIXIL

東京都

高性能ハイブリッド窓 サーモスⅡ-Ｈ／Ｌ・防火戸ＦＧ－Ｈ／Ｌ

226 株式会社LIXIL

東京都

スーパーウォール工法リフォーム

227 株式会社LIXIL住宅研究所

東京都

かこむダイニング

228 株式会社LIXIL住宅研究所

東京都

# 庭あそび

229 株式会社RIN建築設計事務所

東京都

大山の学校

230 株式会社レイメイ藤井

東京都

ロック式コンパス ロックパス（鉛筆タイプ）

231 株式会社レイメイ藤井

東京都

先生おすすめ定規

232 YKK AP株式会社

東京都

ピタットKeyシステム ルシアス宅配ボックス

233 YKK AP株式会社

東京都

住宅用 ウインドウシャッター

234 YKK AP株式会社

東京都

APW511 大開口スライディング

235 株式会社ワコム

埼玉県

Wacom One 液晶ペンタブレット 13

236 ワンダーラボ株式会社

東京都

ワンダーボックス

んまつーポス ／ 宮崎大学産学・地域連携センター ＋ 国際連携センター ／ 宮崎市・宮崎市教
237
育委員会 ／ 特定非営利活動法人MIYAZAKI C-DANCE CENTER

宮崎県

子ども（ポストコロナの主役）の思考回路を逆転させるアートプロジェクトSAKASA

222

Live Haus 建築設計所 ／ 飯田貴之建築設計事務所 ／ 学校法人小池学園 くくや台幼稚
園 ／ 株式会社角幸
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