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第15回キッズデザイン賞受賞作品234点の中から選ばれた

優秀作品へのノミネート36点を本日発表！

賞名は9月29日開催の記者発表・表彰式で発表
オンライン配信 10：30 プレスリリースWeb公開 13：00

特定非営利活動法人キッズデザイン協議会※1が主催する「キッズデザイン賞」では、本日、第15回キッズデザイン賞受賞作品

234点の中から選ばれた、優秀作品※2へのノミネート作品36点を発表しました。36作品それぞれの賞名は、9月29日(水)10時

30分より六本木ヒルズ49階「アカデミーヒルズ49」で開催する記者発表・表彰式にて発表します。

また、昨年と同様、オンライン配信を実施いたしますので、全国各地からご参加いただくことが可能です。報道関係の皆様方におか

れましては、ぜひご参加いただきたくご案内申し上げます。

※１ 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）
※２ 優秀作品：優秀作品の中から、最優秀賞、優秀賞、奨励賞、特別賞が選ばれます。

第15回キッズデザイン賞 記者発表・表彰式 10：30-12：00 （Youtube 中継）URL: https://youtu.be/7tiwmwsn_7Q

シンポジウム 13：30-15：00 （Youtube 中継）URL: https://youtu.be/0iaS8DdiUUY

※キッズデザイン賞入賞作品プレスリリース＜ https://kidsdesignaward.jp/docs/2021/15thKDawardPressrelease20210825.pdf＞

2021年9月7日

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15回までの累計応募数 5,785点 受賞数 3,439点

第15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）

※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。

No 受賞団体名 所在地 受賞作品名

1 旭化成ホームズ株式会社 東京都 子育て家族のコミュニティ創造型集合住宅“子育て共感賃貸住宅 母力”

2 株式会社ウィーケン 愛知県 ウィーケンおうちから世界への好奇心を育むオンライングローバルスクール

3 SCSK株式会社 ／ 国立大学法人東京大学大学院 情報学環 山内祐平研究室 東京都 おうちCAMP ワークショップ『てくてくつくもがみ～コマどりアニメをつくろう～』

4 エレコム株式会社 大阪府 子ども用ヘッドセット

5 国立大学法人 香川大学 香川県 防犯ウォーキングアプリ「歩いてミイマイ」を活用した地域安全マップ作成活動

6 倉林貴彦建築設計事務所 ／ 色景一級建築士事務所 ／ 株式会社みんなのそだちLab 埼玉県 タテノイト

7 ケイアイスター不動産株式会社 東京都 おおきいおうちとちいさいおうちがあるおうち

8 国立アイヌ民族博物館 ／ 株式会社丹青社 北海道 「探究展示 テンパテンパ」

9 株式会社木馬舎 ／ 大起商事株式会社 岐阜県 DAIKIDS

10 コンビ株式会社 東京都 Acbee

11 三協立山株式会社 富山県 DI窓

12

医療法人仁寿会 菊池医院 ／ 日本大学工学部 浦部智義研究室＋ロハス工学センター ／

株式会社はりゅうウッドスタジオ ／ 株式会社Plainnovation ／ 山口薬品株式会社 ／ 隂山

建設株式会社 ／ 税理士法人 三部会計事務所

福島県 Smart Wellness Town PEP MOTOMACHI

13 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

14 積水ハウス株式会社 大阪府 積水ハウスの次世代室内環境システム「SMART-ECS（スマート イクス）」

15 積水ハウス株式会社 ／ ひとともり 一級建築士事務所 ／ 木工房 瑞 大阪府 台の森プロジェクト

16 双基株式会社 大阪府 子どもの成長・学校生活を考えた日本製インナー

17 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント ／ 有限会社キッチン 東京都 おんがくであそぼう ピコトンズ™

18 大建工業株式会社 大阪府 KIN TONE（キントーン）

19 東京書籍株式会社 東京都 EduTown SDGs

20 トーソー株式会社 東京都 ローマンシェード クリエティ ループレス

21 株式会社ナビタイムジャパン 東京都 NAVITIME for Baby

22 株式会社ニチベイ 東京都 よこ型ブラインド「スマートタッチグランツ25・35」

23 学校法人新渡戸文化学園 ／ VIVITA JAPAN株式会社 ／ tokotodesign 東京都 VIVISTOP NITOBE FURNITURE DESIGN PROJECT

24 日本エイテックス株式会社 東京都 EVACKiDS 非常時用アレルギービブス

25 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 ショルダー＆メッシュ

26 株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 社会福祉法人南部保育園 愛知県 IZY Kindergarten and Nursery

27 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 プログラミング的思考を育むCawaiiパズル

28 富士通株式会社 ／ 株式会社ジャクエツ 福井県 子どもたちの活動と睡眠の調査研究

29 プラスコスメプロジェクト 福岡県 捨てる化粧品を画材に変えよう！プロジェクト

30

まちのてらこや保育園 ／ 株式会社石嶋設計室 ／ 株式会社山崎設備設計 ／ 株式会社

Mantle ／ 株式会社シー・スペース ／ laboratory株式会社 ／ 株式会社長田左官工業 ／

氏デザイン株式会社

東京都 まちのてらこや保育園 「まちのみんなが先生で、まち全体が保育園」

31 マツダ株式会社 広島県 子供も安心安全な乗降システム

32 モリタインテリア工業株式会社 福岡県 仲良く親子で使うデスク「オランジュ」

33 ヤマハ株式会社 静岡県 楽器工作 つくろう、ならそう！

34 Yun Yun Ai Baby Camera Co.,Ltd 台湾 Cubo Ai スマートベビーモニター

35 株式会社ライフケアパートナーズ ／ 日本生命保険相互会社 東京都 子育てみらいコンシェルジュ

36 公益財団法人1moreBaby応援団 ／ 株式会社電通 東京都 SEXOLOGY グローバルスタンダードなセクシュアリティ教育を発信するサイト

https://kidsdesignaward.jp/docs/2021/15thKDawardPressrelease20210825.pdf
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『子育て家族のコミュニティ創造型集合
住宅“子育て共感賃貸住宅母力”』

旭化成ホームズ株式会社
【東京都】

『ウィーケンおうちから世界への好奇心
を育むオンライングローバルスクール』

株式会社ウィーケン
【愛知県】

『おうちCAMP ワークショップ『てくてくつ
くもがみ～コマどりアニメをつくろう～』』
SCSK株式会社 ／ 国立大学法人東
京大学大学院 情報学環 山内祐平研
究室
【東京都】

第15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）

『子ども用ヘッドセット』

エレコム株式会社
【大阪府】

『タテノイト』

倉林貴彦建築設計事務所 ／ 色景
一級建築士事務所 ／ 株式会社みん
なのそだちLab
【埼玉県】

『おおきいおうちとちいさいおうちがある
おうち』

ケイアイスター不動産株式会社
【東京都】

『防犯ウォーキングアプリ「歩いてミイマイ」
を活用した地域安全マップ作成活動』

国立大学法人 香川大学
【香川県】

『「探究展示 テンパテンパ」』

国立アイヌ民族博物館 ／ 株式会社
丹青社
【北海道】

『DAIKIDS』

株式会社木馬舎 ／ 大起商事株式
会社
【岐阜県】

『積水ハウスの次世代室内環境システ
ム「SMART-ECS（スマート イク
ス）」』

積水ハウス株式会社

【大阪府】

『Acbee』

コンビ株式会社
【東京都】

『スモルビ軽量すやすや抱っこ紐』

株式会社スモルビ
【千葉県】

『子どもの成長・学校生活を考えた日
本製インナー』

双基株式会社
【大阪府】

『台の森プロジェクト』

積水ハウス株式会社 ／ ひとともり 一
級建築士事務所 ／ 木工房 瑞
【大阪府】

『Smart Wellness Town PEP 
MOTOMACHI』

医療法人仁寿会 菊池医院 ／ 日本大
学工学部 浦部智義研究室＋ロハス工
学センター ／ 株式会社はりゅうウッドスタ
ジオ ／ 株式会社Plainnovation ／
山口薬品株式会社 ／ 隂山建設株式
会社 ／ 税理士法人 三部会計事務所
【福島県】

『DI窓』

三協立山株式会社
【富山県】
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『おんがくであそぼう ピコトンズ™』

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテ
インメント ／ 有限会社キッチン

【東京都】

『VIVISTOP NITOBE
FURNITURE DESIGN PROJECT』

学校法人新渡戸文化学園 ／ VIVITA 
JAPAN株式会社 ／ tokotodesign
【東京都】

『EVACKiDS 非常時用アレルギービブス』

日本エイテックス株式会社
【東京都】

『EduTown SDGs』

東京書籍株式会社
【東京都】

『ローマンシェード クリエティ ループレス』

トーソー株式会社
【東京都】

『KIN TONE（キントーン）』

大建工業株式会社
【大阪府】

『よこ型ブラインド「スマートタッチグラ
ンツ25・35」』

株式会社ニチベイ
【東京都】

『NAVITIME for Baby』

株式会社ナビタイムジャパン
【東京都】

『プログラミング的思考を育むCawaiiパ
ズル』

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】

『IZY Kindergarten and 
Nursery』

株式会社日比野設計＋幼児の城 ／
社会福祉法人南部保育園
【愛知県】

『キャリフリー チェアベルト ショルダー＆
メッシュ』

日本エイテックス株式会社
【東京都】

『子どもたちの活動と睡眠の調査研究』

富士通株式会社 ／ 株式会社ジャクエツ
【福井県】

『楽器工作 つくろう、ならそう！』

ヤマハ株式会社
【静岡県】

『まちのてらこや保育園 「まちのみんな
が先生で、まち全体が保育園」』

まちのてらこや保育園 ／ 株式会社石
嶋設計室 ／ 株式会社山崎設備設
計 ／ 株式会社Mantle ／ 株式会
社シー・スペース ／ laboratory株式
会社 ／ 株式会社長田左官工業 ／
氏デザイン株式会社
【東京都】

『仲良く親子で使うデスク「オランジュ」』

モリタインテリア工業株式会社
【福岡県】

『子供も安心安全な乗降システム』

マツダ株式会社
【広島県】

『捨てる化粧品を画材に変えよう！プロ
ジェクト』

プラスコスメプロジェクト
【福岡県】

『Cubo Ai スマートベビーモニター』
Yun Yun Ai Baby Camera Co.,Ltd
【台湾】

『子育てみらいコンシェルジュ』
株式会社ライフケアパートナーズ ／ 日
本生命保険相互会社
【東京都】

『SEXOLOGY グローバルスタンダード
なセクシュアリティ教育を発信するサイト』
公益財団法人1moreBaby応援団 ／
株式会社電通
【東京都】




