
1※キッズデザイン賞入賞作品プレスリリース＜https://kidsdesignaward.jp/docs/2022/16thKDawardPressrelease20220824.pdf＞

2022年9月7日

第16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。

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」は、本日、第16回キッズデザイン賞受賞作品

214点の中から優秀作品※2へノミネートされた作品36点を発表し、9月21日（水）には各賞発表、9月28日（水）に表

彰式/シンポジウムを行います。どなたでもご視聴いただけますので、ぜひお申込みください。

※１ キッズデザイン協議会 東京都港区 会長：坂井 和則（凸版印刷株式会社取締役専務執行役員）
※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16回キッズデザイン賞受賞作品214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！

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・サービス・空間・

研究活動などを表彰し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す顕彰制度です。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はすべて対象としています。

第16回までの累計応募数 6,168点 受賞数 3,653点

キッズデザイン協議会とは、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）
設立：2007年4月2日

No 受賞団体名 所在地 受賞作品名

1 秋山隆浩建築設計事務所 ／ Atelier HMC 東京都 町屋高架下保育園

2 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）

3 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

4 株式会社エバーセンス 東京都 パパninaru

5 株式会社オカムラ 神奈川県 Parabelチェア

6 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

7
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

8 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

9 株式会社GRIT 東京都 子育てショルダーバッグ Hugoo ハグー

10 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 茨城県 なないろこまち

11 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―）

12 スガツネ工業株式会社 東京都 薄枠丁番 HES1F-140型

13 積水ハウス株式会社 埼玉県 エルミタージュクール

14 株式会社タカラトミー 東京都 coemo

15 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

16 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」

17 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～

18 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

19 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～

20 株式会社TRINUS 東京都 flerco note

21 株式会社ナスタ 東京都 Nasta Interphone

22 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

23 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

24 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

25 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」

26 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

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 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」

28 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

29 株式会社マーナ ／ ORIGAMI DESIGN 東京都 えほんライト

30
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

31 三起商行株式会社 大阪府 ミキハウス スクールシューズ

32 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」

33 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

34

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）

35 株式会社United family 東京都 ハンズフリー電動さく乳器

36 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

（Zoom事前登録）※事前登録期間9月27日まで
●表彰式 10：00-12：00 

URL：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BTKDLKHRQVy-eROzdsDMnQ

●シンポジウム 13：30-15：00 
URL:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nkJdQ9Q3SP6UOnzY7JdtNg

https://kidsdesignaward.jp/docs/2022/16thKDawardPressrelease20220824.pdf
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『町屋高架下保育園』
秋山隆浩建築設計事務所／ Atelier 
HMC
【東京都】

『FLOAT KIDS 子供の成長に寄りそ
うキッズサングラス（偏光）』

アルファ株式会社
【福井県】

『「アイラブみー」幼児向け包括的性教
育コンテンツ』
NHK（日本放送協会） ／ NHKエ
デュケーショナル
【東京都】

第16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）

『パパninaru』

株式会社エバーセンス
【東京都】
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【第16回キッズデザイン賞 表彰式/シンポジウム 開催概要】

＜表彰式/シンポジウムについて>

表彰式では、ノミネート作品36点の中から事前発表した最優秀賞、優秀賞、奨励賞、特別賞の受賞作品の表彰をするほか、

審査委員長・益田文和氏から総評をいただきます。会場には最優秀賞（内閣総理大臣賞）をはじめ優秀作品36点を展示し、

受賞作品の撮影ができるほか、受賞企業への個別取材が可能です。

シンポジウムでは、最優秀賞・優秀賞受賞9団体による作品紹介と審査委員による受賞ポイントを語っていただきます。

なお、今年も会場の新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、オンライン配信も行うことで、全国各地から、より多くの報道関係の

皆様に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。

なお、参加希望の場合は次項の申込書をメールまたはFAXにて9月22日(木)までに返信くださいますようお願い申し上げます。

※受賞者は数社オンライン参加となる可能性がございます。

【開 催 日】 9月28日(水) 10:00～15:00

●表彰式 10:00-12:00

09:45～ 報道関係者様 受付開始

10:00～ 第16回キッズデザイン賞表彰式

主催者挨拶、来賓挨拶など

表彰状授与

授与後～12:00 受賞者インタビューおよび個別取材

●シンポジウム 13:30～15:00

表彰式終了

シンポジウム ※オンラインのみ
受賞9団体によるプレゼンテーション×審査委員によるコメント

【場 所】 六本木ヒルズ49階「アカデミーヒルズ49」 ・ オンライン配信（Zoom）

【主 催】 特定非営利活動法人キッズデザイン協議会

【特別協賛】 森ビル株式会社

【賞 体 系】

※当日の受賞者インタビューおよび個別取材は、事前に個別取材のお申し込みを
いただいたメディア様を優先させていただきますので、予めご了承くださいませ。


