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累計応募総数4,000点以上！
子どもが育ちやすい。子どもを育てやすい。優れたデザイン

「第11回キッズデザイン賞」受賞作品298点を発表！

～各大臣賞などの優秀作品は9月25日発表予定！～

特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会*は、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「キッズデザイン賞」の第11回受賞作品 298点を、8月21日に発表しました。

2007年の創設以来、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、今年度で

応募総数は4,081点、総受賞数は2,453点となりました。

日用品から住宅、街づくり、ワークショップ、調査研究まで幅広い分野が対象となっており、今年度はアプリ・IT・テクノロ

ジー系の分野の応募が増加傾向にありました。また、今年度の教材・学習サービス部門の応募は昨年度の約3倍となり、

インターネットやデジタル機器の普及、プログラミング教育に注目が集まっている近年の社会的背景が、キッズデザイン賞の

応募の中で見受けられました。 *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 代表取締役会長）

※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/

● キッズデザイン賞とは？

特定非営利活動法人キッズデザイン協議会が2006年から主催する、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・調査研究活動などを幅広く顕彰する制度。「子どもが安全に暮らす」「子どもが感性や創造

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３つのデザインミッションを実現するため、優れたものを選び、広

く社会へ伝えることを目的としています。乳幼児用品や玩具など子ども向けの製品・サービスだけでなく、大人・一般向けに開

発されたものでも、子どもの目線を持った良質な商品・施設・プログラム・調査研究活動も対象としています。

●「第11回キッズデザイン賞」トピックス

2014年
〈内閣総理大臣賞〉 MAZDA TECHNOLOGY FOR KIDS

歴代受賞作品

◆子育て支援のITサービス増加・ツールの多様化が顕著に

これまでは、親や祖父母など家族を対象としたサービスやツールの応募が中心でしたが、今年度は保育従事者向けのIT

サービスの応募が増加しました。保育従事者を含む社会全体で取り組む子育て支援に注目が集まっているという背景が見

受けられます。そのほか、子育て層の孤立化を防ぐサービスや、親子のコミュニケーションを促すアプリとその周辺ツールなど多

様化が進んでいます。

◆子ども・子育て支援新制度により施設関連の応募増加

平成27年4月からスタートした「子ども・子育て支援新制度」の影響により関連施設の応募が近年増え、他の自治体や

地域でも展開可能な好例となる作品が今年も見受けられました。

◆最優秀賞などの発表・表彰式 日時：9月25日(月) 場所：六本木アカデミーヒルズ ※詳細は追ってご連絡

受賞作品から、最優秀賞「内閣総理大臣賞」1点、優秀賞「経済産業大臣賞」4点、 「消費者担当大臣賞」1点、

「少子化対策担当大臣賞」2点、「男女共同参画担当大臣賞」1点、特別賞「東京都知事賞」1点などを発表、

表彰式を行います。

2016年
〈内閣総理大臣賞〉東京ゆりかご幼稚園+里山教育

2016年新設
〈東京都知事賞〉RK-Chair
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「第11回キッズデザイン賞」実施概要

特定非営利活動法人 キッズデザイン協議会

経済産業省、消費者庁、内閣府

キッズデザイン賞はすべての製品・空間・サービスが対象の顕彰制度です。

「子どもが安全に暮らす」、「子ども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３つのデザインミッションを実現するための優れた

製品・空間・サービスを選び、広く社会へ伝えることを目的としています。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。

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、大人・一般向け

に開発されたものでも、子どもへの配慮、子ども目線を持った幅広い製品・空間・サービ

ス・プログラム・調査研究活動などを対象とします。日本国内において2017年11月

1日時点で市場に出ているもの、成果が見られる取り組みや活動などが応募対象となり

ます。

2017年3月3日(金) ～ 5月12日(金)

キッズデザイン賞応募サイト＜http://www.kidsdesignaward.jp/2017/＞より受付

受賞数 298点（応募数：462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。

《子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン》 ・・・ 88点

子ども向け、あるいは一般向けの製品、建築・空間、サービスにおいて、子どもへの

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》 ・・・ 126点

子どもの感性・創造性の育成、多様な知識の習得や運動能力の向上に資する製品、建

築・空間、サービスにおいて、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》 ・・・ 84点

親（妊婦含む）や育児に関わる人が利用する製品、建築・空間、サービスにおいて、

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を含む。 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。

Ａ．プロダクト

Ｂ．建築・空間

Ｃ．コミュニケーション

Ｄ．調査・研究 ※公開を原則として審査料無料

E ．復興支援 ※審査料無料

【主 催】

【後 援】

【概 要】

【募集対象】

【募集期間】

【応募方法】

【受賞数】

【部門】

【カテゴリー】
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【報道関係者からのお問合せ先】

「第11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） 澤田・田口・小石

TEL：03-6427-1627 FAX：03-6730-9713 E-mail：info@kartz.co.jp

【企業様からのお問合せ先】

「第11回キッズデザイン賞」 事務局 TEL：03-5405-2142 FAX：03-5405-2143 （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

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル７階

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)

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)

無藤 隆 (教育心理学者／白梅学園大学大学院特任教授)

持丸 正明 (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)

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 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)

岡崎 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)

西田 佳史 (産業技術総合研究所 人工知能研究センター 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)

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)

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 芸術系長 教授）

審査委員長

副審査委員長

審査委員

■「第11回キッズデザイン賞」審査委員

■「第11回キッズデザイン賞」賞の構成

URL：http://www.kidsdesignaward.jp/2017/examination/index.html#02

■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。

会員状況:   企業67社/団体4団体/自治体23自治体 他 （平成29年6月）



No. 応募団体名 本社所在地 応募作品名

1 相坂研介設計アトリエ／社会福祉法人 南生会 東京都 あまねの杜保育園

2 社会福祉法人 愛心会／株式会社 アトリエ9建築研究所／株式会社 ジャクエツ環境事業 福井県 社会福祉法人愛心会　星の杜こども園

3 愛知淑徳大学 佐藤朝美 愛知県 家族対話を促すファミリー・ポートフォリオの開発

4 あいち小児保健医療総合センター／株式会社 安井建築設計事務所 大阪府 あいち小児保健医療総合センター

5 アイディア・パーク 神奈川県 ソプラノリコーダー用演奏補助シール「ふえピタ」

6 アイデス株式会社 東京都 dr.label Baby Carrier

7 株式会社 アイデム 東京都 アイデム写真コンテスト「はたらくすがた」

8 株式会社 赤ちゃんの城 福岡県 赤ちゃんの肌によりやさしい肌着

9 株式会社 赤ちゃん本舗 大阪府 快適温度を保つロンパース

10 株式会社 赤ちゃん本舗 大阪府 シルクはらまき・シルクパンツ

11 株式会社 赤ちゃん本舗 大阪府 ナインフリー　エクストラベビーミルクローション

12 株式会社 赤ちゃん本舗／株式会社 京都西川 大阪府 京都西川 ラジカルメッシュ組布団8点セット

13 株式会社 赤ちゃん本舗／サラヤ株式会社 大阪府 ベビー用洗たく洗剤 6つの無添加

14 アクトインディ株式会社 東京都 いこーよ

15 浅野言朗建築設計事務所／西澤工業株式会社 神奈川県 森の立方体

16 味の素株式会社／花王株式会社／株式会社 イースクエア／川崎市 東京都 食とくらしがつくる地球の未来～夏休みチャレンジ～

17 社会福祉法人 あすみ福祉会 茶々保育園グループ 埼玉県 茶々そしがやこうえん保育園

18
学校法人 足立学園／株式会社 時設計／株式会社 ジェーエスディー／株式会社 石井組／ランドスケープデザイン塾／赤池造園
株式会社／西武緑化管理株式会社

東京都 認定こども園 リーチェル幼稚園　　　

19 社会福祉法人 アップル／株式会社 安藤設計 栃木県 P_BASE　NEO

20 ariadesign株式会社 東京都 Poppins Nursery School 関西空港

21 アルネットホーム 埼玉県 床下タイムカプセル

22 株式会社 あんふぁに 千葉県 Checkie! - 文字のない持ち物チェックリストアプリ

23 IKEUCHI ORGANIC株式会社 愛媛県 オーガニック K B1

24 IKEUCHI ORGANIC株式会社 愛媛県 オーガニックウール K B2

25 株式会社 磯野商会／渡辺治建築都市設計事務所 東京都 JOHNSON TOWN

26 株式会社 一条工務店 東京都 家電収納 ホットあんしんカップボード

27 株式会社 一条工務店 東京都 高性能分譲住宅i-palette(アイ・パレット)

28 株式会社 一条工務店 東京都 全館さらぽか空調

29 株式会社 イトーヨーカ堂／株式会社 セブン&アイ・クリエイトリンク／株式会社 スペース／株式会社 スイミーデザインラボ 東京都 Ario Hashimoto NEWKIDSTOWN

30 株式会社 イムラ 奈良県 吉野杉の床

31 社会福祉法人 彩／株式会社 SAI+建築設計事務所 神奈川県 大地の恵みのなーさりぃ

32 株式会社 ウインテック 大阪府 抱っこが とっても“楽”になる抱っこ紐 ミアミリー

33 ウインド 奈良県 箸ぞうくんMINIとminimini

34 ウインドミル株式会社 東京都 Zzzoo Light(ズーライト)

35 ウチヤマコーポレーション株式会社／ミサワホーム株式会社 東京都 自動ドア

36 ウッドライフホーム株式会社 富山県 頑張らなくても片付く家「ストレージ」

37 株式会社 馬印 愛知県 透明ボードキッズ

38 株式会社 ADKアーツ／にほんのうた実行委員会 東京都 にほんのうた実行委員会　にほんのうたキャラバン

39 株式会社 エクストーン 東京都 タッチ絵遊びアプリ「ゆびつむぎ」

40 SKY ケアサービス株式会社／株式会社じゃじゃ馬／株式会社 aiai ライフサービス／一級建築士事務所 髙田博章建築設計 東京都 児童デイサービス プラス

41 SCSK株式会社 東京都 CAMP×e-workこども一日社員体験

42 株式会社 ＮＴＴドコモ／富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社／富士通デザイン株式会社 東京都 キッズケータイ F-03J

43 株式会社 エムディエス 福井県 木の身長計ウォールステッカー

44 遠州鉄道株式会社 静岡県 現場と地域をつなぐワークショップ「遠鉄ホーム工作教室」

45 Oisix 東京都 Oisix手づかみ食べシリーズ

46 社会福祉法人 大浦保育園／株式会社 ジャクエツ環境事業 福井県 キッズスクールオオウラ

47 学校法人 大阪国際学園／株式会社 安井建築設計事務所 大阪府 幼保連携型認定こども園　大阪国際大和田幼稚園　

48 株式会社 オージーケーカブト 大阪府 FR-MINI  (FR-ミニ)

49 株式会社 オージーケーカブト 大阪府 DUCK(ダック)　DUCK InRed(ダック・インレッド)

50 株式会社 オージーケーカブト 大阪府 pine (パイン)／pal (パル)

51 学校法人 大塚学園／株式会社 時設計／関東建設工業株式会社／アネビー株式会社 東京都 学校法人大塚学園　認定こども園　都賀幼稚園

52 株式会社 岡村製作所 神奈川県 スタフィット

53 株式会社 岡村製作所 神奈川県 ピーノ

54 社会福祉法人 沖町会／株式会社 学研教育みらい／株式会社 アンドロップ 東京都 認定こども園　すみれものがたり

55 オゴー産業株式会社 岡山県 Presave(プレセーブ)多機能ランドセル

56 株式会社 otta 福岡県 新しい見守りサービスotta

57 オトトトン プロジェクト 東京都 otototone(オトトトン)

58 一般社団法人 鬼ごっこ協会 東京都 地域おこし鬼ごっこキャラバン隊

59 合同会社 おひさま 岐阜県 リハビリセンターありんこキッズ

60 一般社団法人 親子健康手帳普及協会／株式会社 博報堂 東京都 「20年をつづる母子健康手帳」 17年度版

第11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）
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No. 応募団体名 本社所在地 応募作品名

61 花王株式会社 東京都 ビオレ UV のびのびキッズミルク

62 香川県教育委員会／小豆島町教育委員会／国立香川大学／富士通株式会社／富士通デザイン株式会社 東京都 ともに学ぶプロジェクト　障がいの有無によらず共に学ぶために

63 KAJIMA DESIGN／イオンモール株式会社／ディ・ブレイン研究所 東京都 イオンモール今治新都市

64 株式会社 学研教育みらい 東京都 工作　のり板(10枚セット)

65 株式会社 学研プラス／ビクトリノックス・ジャパン株式会社 東京都 親子で学ぶ ナイフ・創造教育プログラム

66 株式会社カラダノート 東京都 陣痛きたかも　

67 川上村 長野県 かわかみ保育園/子育て支援センター「きらきら」

68 川村工務店 滋賀県 くむんだー木のジャングルジム

69 KidsDiary株式会社 東京都 KidsDiary

70 株式会社 Kids Public 東京都 小児科オンライン

71 久文建設株式会社 島根県 子育て住まい応援隊

72 久文建設株式会社 島根県 バーバの部屋

73 協和物産株式会社 コソダテリノベ 東京都 コソダテリノベ

74 株式会社 グースカンパニー 東京都 くまさんのあったか防寒ケープ&レインカバー

75 株式会社 グースカンパニー 東京都 ベビーカー保冷シート(保冷剤5個付き)

76 クツワ株式会社 大阪府 米あぶらねんど

77 クツワ株式会社 大阪府 2枚刃鉛筆削り

78 クラシエフーズ株式会社／クラシエホールディングス株式会社 東京都 知育菓子教室(R)たのしい!おいしい!お菓子で実験

79 株式会社 グローウィング 大阪府 髪の毛付きインナーキャップウィッグ「肌優(はだやさ)」

80 KDDI株式会社／京セラ株式会社 東京都 miraie f (ミライエ フォルテ)

81 高知県佐川町／内海彩建築設計事務所 東京都 佐川町立黒岩中央保育所

82 コーベベビー株式会社 兵庫県 nu.norm(ヌノーム)

83 社会福祉法人 郡山双葉会／株式会社 日比野設計+幼児の城 神奈川県 NFB Nursery

84 幸和ハウジング株式会社 静岡県 KIZ GARAGE

85 幸和ハウジング株式会社 静岡県 音色のはこ

86 九重町／株式会社 梓設計／デザインネットワーク 東京都 幼保連携型認定こども園　ここのえ　みつばこども園

87 株式会社 コサイン 北海道 coitti デスク、coitti チェア

88 株式会社 コサイン 北海道 cosineの実

89 社会福祉法人 こじま福祉会 こじまこども園／株式会社 エムアーキ 埼玉県 こじまこども園

90 株式会社 コスモスイニシア／株式会社 スノーピーク／株式会社 HITOTOWA 東京都 イニシア西新井

91 株式会社 コトブキ 東京都 モーグルヒル

92 コドモチョウナイカイ事務局 東京都 コドモチョウナイカイプログラム

93 コドモト株式会社 千葉県 授乳室検索アプリ ママパパマップ

94 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 千葉県 コビープリスクールしゃくじいだい

95 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 千葉県 コビープリスクールつなしま

96 コンビ株式会社 東京都 コンビプレママレッスン　きほんのレッスン&特別レッスン

97 コンビ株式会社 東京都 除菌じょ～ずα

98 コンビ株式会社 東京都 電動仕上げブラシ

99 コンビ株式会社 東京都 電動鼻吸い器

100 コンビウィズ株式会社 東京都 Combi 施設用ハイチェアHC22

101 榊原防犯株式会社 愛知県 ぴよログ

102 社会福祉法人 相模福祉村／株式会社 日比野設計+福祉施設研究所 神奈川県 児童発達支援センター　青い鳥

103 錯視ブロックワークショップグループ 東京都 錯視ブロックワークショップ

104 札幌市立大学デザイン学部 あそびlab「オヘソ」 北海道 遊びのワークショップ「イロイロカタチ」

105 三協立山株式会社 三協アルミ社 富山県 非木造建築用サッシ『MTG-70R』

106 株式会社 サンゲツ 愛知県 黒板壁紙 Blackboard

107 株式会社 SHAREコーポレーション 東京都 GGOMOOSIN／コムシン

108 ジェクス株式会社 大阪府 チュチュベビー　収納できるベビーつめきりハサミ

109 ジェクス株式会社 大阪府 チュチュベビー　鼻水キュートル2WAYタイプ

110 ジェクス株式会社 大阪府 チュチュベビー　らく飲みすくすく哺乳びん

111 酒々井駅文庫／なかおデザイン室 千葉県 酒々井駅文庫―まちの本棚リニューアルとその展開―

112 社会福祉法人 慈泉福祉会／株式会社 日比野設計+幼児の城 神奈川県 KM Kindergarten and Nursery

113 株式会社 ジャクエツ／福岡県工業技術センターインテリア研究所 福井県 ピットチェア

114 株式会社 ジャクエツ環境事業 福井県 アルミ製屋外遊具<プレイコミュニケーションシリーズ>

115 株式会社 ジャクエツ環境事業 福井県 壁出し自動水栓

116 株式会社 ジャクエツ環境事業 福井県 HAI-HAI TOWN  シリーズ

117 株式会社 ジャクエツ環境事業 福井県 マルチーズ

118 住宅情報館株式会社 神奈川県 Home + net

119 Junpei Haga Design 東京都 こどもティッシュボックス「ミミィ」

120 社会福祉法人 心耕福祉会幼保連携型認定こども園ひかりの森こども園 宮崎県 地域の子育てをリデザインする＜ソダツバヒカリ＞

2 / 5 ページ



No. 応募団体名 本社所在地 応募作品名

121 シンコーファシリティーズ株式会社 東京都 プール監視システム「ポセイドン」

122 株式会社 ジンズ 東京都 Slim Airframe/Metal Kids & Jun

123 社会福祉法人 神童福祉会／株式会社 日比野設計+幼児の城 神奈川県 アトリオみなみおか保育園

124 株式会社 スピアヘッド・プロジェクト ベビニティーズ事業部 埼玉県 着脱簡単ベビー服「ラクラクふわふわバルーンオール」

125 スマイリーエッジ 福岡県 紙は切れるが手は切れないカッター「スマイリーエッジ」

126 住友林業クレスト株式会社 愛知県 ただいま収納シリーズ

127 生活協同組合コープさっぽろ 北海道 コープ子育て支援基金　～えほんがトドック～

128 社会福祉法人 清心福祉会／株式会社 日比野設計+幼児の城 神奈川県 心羽えみの保育園石神井台

129 学校法人 清風学園／株式会社 日比野設計+幼児の城 神奈川県 Ouchi-Small house for Kids

130 西武鉄道株式会社／川崎重工業株式会社 埼玉県 西武鉄道株式会社 新型通勤車両40000系

131 せかい!動物かんきょう会議プロジェクト 東京都 日本と世界の子どもたちが創発。「せかい!動物かんきょう会議」

132 積水化成品工業株式会社／セキスイウレタン加工株式会社 茨城県 幼児の為の睡眠マット

133 積水ハウス株式会社 大阪府 家族とキャリアのための時間デザイン-仕事と育児の両立サポート

134 積水ハウス株式会社 大阪府 積水ハウスの分譲マンションにおける安全・安心のための取り組み

135 積水ハウス株式会社 大阪府 ビラ―ジュ三ツ池公園

136 積水ハウス株式会社 大阪府 分譲マンション共用部における子どもの成長に合わせた空間の計画

137 積水ハウス株式会社／積水ホームテクノ株式会社 大阪府 オリジナルユニットバスBCH-Vベンチスタイル

138 Zebra Japan株式会社 東京都 親子職業体験企画 "Premium Job Day"

139 千株式会社 東京都 インターネット写真販売サービス　はいチーズ!

140 タイガー魔法瓶株式会社 大阪府 子どもの安全に配慮したミルつきミキサーSKS-G型

141 タイガー魔法瓶株式会社 大阪府 蒸気レスとく子さんシリーズ　PIS-A型、PIP-A型

142 大建工業株式会社 大阪府 おもいやりキッズドア

143 株式会社 ダイナシティ／株式会社 丹青社 東京都 ダイナシティウエスト

144 株式会社 ダイヤコーポレーション 東京都 ダイヤ 型くずれしないハンガー

145 有限会社 TAU設計工房／株式会社 コスモズ 東京都 成田コスモ保育園

146 高松市／株式会社 久米設計／有限会社 市原建築設計事務所／株式会社 丹青社 東京都 たかまつミライエ

147 田島ルーフィング株式会社／株式会社 クワハタデザインオフィス／近畿大学理工学部社会環境工学科福祉環境計画学研究室 東京都 屋内用視覚障がい者誘導システム「UDフロアシステム」

148 株式会社 ダッドウェイ 神奈川県 おしゃぶりジーニアス2.0

149 株式会社 ダッドウェイ／Carfoldio Ltd. 神奈川県 携帯型ジュニアシート　マイフォールド

150 医療法人社団 たはらクリニック／株式会社 電通／乃村工藝社 東京都 みるみるクリニック

151 株式会社 丹青社／株式会社 サンシャインシティ／studio SpaceLab 東京都 こどもの感性を育む、仕掛け絵本のベビールーム

152 丹平製薬株式会社 大阪府 カンガルーの保冷・保温やわらかシート　抱っこひも用

153 小さな循環いい暮らし事業実行委員会(ベッタ会・積水ハウス株式会社・カメリアガーデンクラブ・福岡市) 大阪府 アイランドシティ　コミュニティガーデン

154 筑波大学大学院 茨城県 ヒカリツミキ

155 株式会社 D&M 東京都 トリコットニーパッドジュニア

156 株式会社 ティーレックス 大阪府 Avanchy 竹のプレート+スプーンセット

157 株式会社 ティーレックス 大阪府 OgoSports Bolli(ボリィ)

158 デザイン・クリエイティブセンター神戸／神戸市 兵庫県 CREATIVE WORKSHOP ちびっこうべ

159 株式会社 テニテオ 愛知県 0to6 APR　

160 株式会社 テノ.コーポレーション／a_d_d_o 一級建築士事務所 東京都 ほっぺるランド板橋小豆沢

161 株式会社 寺田電機製作所 東京都 屋外コンセント用セキュリティカバー まもれーる屋外くん

162 株式会社 電通／株式会社 イオンファンタジー／加賀アミューズメント株式会社 東京都 GRID AIR HOCKEY

163 電通総研アクティブラーニングこんなのどうだろう研究所 東京都 アクティブラーニングこんなのどだろう6カ国教育比較コラム

164 株式会社 電通ライブ 東京都 大分合同新聞　「しんぶんヒミツ工場」～工場見学体験の新しい形

165 株式会社 トイロ(屋号:家具の里) 広島県 キミのつくえ

166 株式会社 東急ホームズ 東京都 セイフティステップ&グローアップスペース

167 株式会社 東急ホームズ 東京都 全館空調システム ミルクリーク グリーンエア

168 株式会社 東急ホームズ 東京都 Pure Every (ピュアエブリ)

169 東京ガス株式会社 東京都 スマートフォンアプリ　あなたとエネパ

170 当麻町／株式会社 山下設計 東京都 くるみなの木遊館

171 東洋大学ライフデザイン学部人間環境デザイン学科仲綾子研究室／乃村工藝社TeamM 東京都 科学館における仮設授乳室の利用実態調査研究と常設授乳室の設置

172 TOTO株式会社 福岡県 ラクかるふろふた　

173 凸版印刷株式会社 東京都 屋外向け蓄光技術による避難誘導

174 凸版印刷株式会社 東京都 Gスナップフィット

175 凸版印刷株式会社 東京都 しごとしらべ

176 凸版印刷株式会社 東京都 ～「努力する力」を育てるデジタル教材～「やるKey」

177 凸版印刷株式会社／トッパン・フォームズ株式会社 東京都 歴史を学ぶ子ども向けイベントでの複製品「東征伝絵巻」

178 株式会社 トップマン 兵庫県 コロックル

179 株式会社 中島重久堂 大阪府 「TSUNAGO」想いをつなぐ鉛筆削り　

180 有限会社 中野商店 東京都 保育サポートシステム「ホイプ(hoi+)」
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181 ナチュラルハウス一級建築士事務所 広島県 ナチュママサークル

182 ナブテスコ株式会社 東京都 VP-N10 Voice Player

183 株式会社 西川精機製作所 東京都 車椅子ボーリング用「ボーリング投球補助機」

184 西川リビング株式会社 大阪府 手作りキッズまくら

185 日都産業株式会社 東京都 乳幼児向け公園遊具シリーズ　りぐりぐ

186 日本エイテックス株式会社 東京都 避難くん　避難用2人抱きキャリー

187 日本家族計画協会 東京都 誤飲防止ルーラー

188 日本自動ドア株式会社 東京都 マタニティーボックス

189 日本生活協同組合連合会／コープデリ生活協同組合連合会 東京都 コープの乳幼児向け冷凍食品シリーズ「きらきらステップ」

190 株式会社 日本ハウスホールディングス 東京都 あんしん・あんみん

191 株式会社 日本ハウスホールディングス 東京都 子どもに伝える「門松づくり」

192 株式会社 日本ハウスホールディングス 東京都 子どもの五感にも優しい熱の貯金箱

193 株式会社 日本ハウスホールディングス 東京都 食育の家

194 株式会社 日本ハウスホールディングス 東京都 トリプルレイヤーウィンドウのある家

195 一般社団法人 日本ペーパークラフト協会 東京都 ペーパーレストラン　紙の力・紙を使いこなしたアートの世界

196 株式会社 ノチダ 大阪府 DOMIGO

197 株式会社 博報堂 東京都 Pechat(ペチャット)

198 長谷川キッズライフ株式会社／さっぽろ医療福祉あい設計株式会社／株式会社 秀建 北海道 太陽の子　南砂2丁目保育園

199 株式会社 長谷川萬治商店／囲碁サロン天元 東京都 ふれあい囲碁盤

200 パナソニック株式会社 大阪府 衣類乾燥除湿機　F-YHPX200

201 パナソニック株式会社 大阪府 おはなしカメラ KX-HC500-W

202 パナソニック株式会社 大阪府 音波振動ハブラシ　ポケットドルツキッズ(しあげ磨き用)

203 パナソニック株式会社 大阪府 キッズデザインブック

204 パナソニック株式会社 大阪府 スマートHEMS　

205 パナソニック株式会社 大阪府 外でもドアホンシリーズ

206 パナソニック株式会社 大阪府 ハンドブレンダー　MX-S301／S101

207 パナソニック株式会社 大阪府 ルームエアコン　GXシリーズ

208 パナソニック株式会社 大阪府 ロボット掃除機　ルーロ

209 パナホーム株式会社 大阪府 快適・新空調　「エアロハス」

210 パナホーム株式会社 大阪府 可動間仕切収納

211 NPO法人 はままつ子育てネットワークぴっぴ 静岡県 災害時、心をつなげるマーク　

212 パラマウントベッド株式会社 東京都 授乳チェア　HugHug (はぐはぐ)

213 株式会社 パロマ 愛知県 ガスビルトインコンロ　「フェイシス」

214 株式会社 パロマ 愛知県 ラ・クック

215 東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社／三菱電機株式会社 東京都 新津駅エコステ省エネモニター

216 ぴかりラボ 東京都 封筒留め具シール「catch封」

217 ピジョン株式会社／株式会社 ヴァル研究所 東京都 駅すぱあと for Pigeon.info

218 株式会社 日比野設計+幼児の城 神奈川県 笑顔がいっぱいの園舎づくりー幼児の城7

219 株式会社 日比野設計+幼児の城／株式会社 KIDS DESIGN LABO 神奈川県 Youji no Shiro Furniture

220 向日葵設計 東京都 オリニギリ

221 NPO法人 ひまわりの会／株式会社 NTT docomo／株式会社 博報堂DYメディアパートナーズ 東京都 母子健康手帳アプリ

222 社会福祉法人 博光福祉会／凸版印刷株式会社 大阪府 みんなのつばさくん～オリジナルキャラクターを活用した交流活動

223 株式会社 ファインテ 福岡県 こどものサプリ　mog(モグ)

224 株式会社 for Our Kids 福島県 さわれるプログラミング教材ロボット「PETS」

225 福井県／株式会社 丹青社 東京都 福井県児童科学館エンゼルランドふくい展示エリアリニューアル

226 福岡市こども総合相談センターえがお館／九州大学田北雅裕研究室 福岡県 福岡市こども総合相談センターえがお館 ウェブサイト

227 地方独立行政法人 福岡市立病院機構／株式会社 山下設計 東京都 福岡市立こども病院

228 不二製油グループ本社株式会社／特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 大阪府 「人と地球の健康を考える」食育プロジェクト

229 富士通デザイン株式会社 神奈川県 クラベルマナベル

230 株式会社 ブックビヨンド 東京都 学研図書ライブラリー

231 プラス株式会社 東京都 スライドカッター　ハンブンコ

232 ブリヂストンサイクル株式会社 埼玉県 ビッケポーラー

233 プリモトイズ日本販売総代理店 キャンドルウィック株式会社 東京都 3歳からプログラミング脳を育てる　プリモ トイズ　キュベット

234 株式会社 プレースホルダ 東京都 SAND PARTY!

235 株式会社 フレーベル館 東京都 キンダーかがくミュージアムシリーズ　ビッグからだジグソー

236 株式会社 フレーベル館 東京都 キンダーよみたいむ　デジタル×アナログ時計

237 株式会社 フレーベル館 東京都 室内遊び場「フレーベル館 Kinder Platz」

238 株式会社 文響社 東京都 日本一楽しい漢字ドリル　うんこ漢字ドリル

239 学校法人 文教大学学園／株式会社 日本設計 東京都 文教大学付属幼稚園　

240 有限会社 ベイリーフ 大阪府 FXジュニア・ニープロテクター
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No. 応募団体名 本社所在地 応募作品名

241 Baby&Me株式会社 東京都 BABY&Me(ベビーアンドミー)ヒップシートキャリア

242 保育ICT株式会社 東京都 Hoisys(ホイシス)

243 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 栃木県 すみれ乳児院　新築工事

244 ポップニート株式会社 東京都 ベビーカー反射テープ

245 マツダ株式会社 広島県 クルマの進化を知ろう、ものづくりの楽しさを感じよう　

246 マツダ株式会社 広島県 MAZDA TECHNOLOGY FOR KIDS の進化　

247 三起商行株式会社 大阪府 ベビー用肌着「ラ・モルフェ・プレミアム」シリーズ

248 三起商行株式会社 大阪府 ミキハウス ベビー用UVカット帽子

249 社会福祉法人 美樹和会／moda architects 一級建築士事務所 京都府 中京みぎわ園

250 ミサワホーム株式会社 東京都 Familink ZERO

251 ミサワホーム株式会社 東京都 マミーズプロジェクト

252 三井ホーム株式会社 東京都 子供の健やかな成長を育む床遮音「Mute45・50」

253 三菱電機株式会社 東京都 アニメーション誘導ライティング

254 三菱電機株式会社 東京都 子育てママをサポートする6ドア冷凍冷蔵庫　RXシリ-ズ

255 三菱電機株式会社 東京都 しゃべり描きUI(ユーザーインターフェース)　

256 三菱電機株式会社 東京都 三菱電機エアコン霧ヶ峰 MSZ-FZシリーズ

257 三菱電機株式会社／三菱電機ホーム機器株式会社 東京都 三菱IHクッキングヒーター　CS-G217シリーズ

258 三星安澄／かみの工作所・福永紙工 東京都 トータス

259 美和ロック株式会社 東京都 電気錠ワイヤレスリモート制御システムwiremo(ワイレモ)

260 学校法人 みんなのひろば／株式会社 手塚建築研究所 東京都 保育室スマイルエッグス「木の子」

261 株式会社 ムーンスター 福岡県 つよくてやさしいくつ(MS B95)

262 社会福祉法人 めぐみ会／株式会社 プラスニューオフィス 東京都 めぐみ会第一仏光こども園新園舎

263 森永製菓株式会社／株式会社 電通 東京都 おっとっトランプ

264 mori no oto 岡山県 kan pon ponとmori no otoの仲間

265 株式会社 ヤマダ・ウッドハウス 群馬県 ママは大工さん(住宅施工者育成プログラム)

266 大和リース株式会社／株式会社 笑顔デザイン研究所 大阪府 Action6　スマイルフォト撮影会

267 ヤマハ発動機株式会社 静岡県 ヤマハ親子バイク教室

268 山本光学株式会社 大阪府 SWANSスポーツアイガード　GUARDIAN

269 株式会社 UKK 大阪府 パットベルシェルフーペンタトニック

270 ユニ・チャーム株式会社 東京都 トレパンマン　ムーニーちゃんとトイトレ

271 ユニ・チャーム株式会社 東京都 BABY用紙おむつ「ナチュラルムーニー」シリーズ　

272 株式会社 Yom／株式会社 丹青社 東京都 MARLMARL 横浜みなとみらい店

273 ライオン株式会社 東京都 クリニカKidハブラシ0-2才用・3-5才用

274 ラッキー工業株式会社 岐阜県 Buddy Buddy アーバンファン　オールメッシュ

275 ラッキー工業株式会社 岐阜県 Buddy Buddy 保育士さんが使っているおんぶひも

276 ラッキー工業株式会社 岐阜県 BABAラボ　夜光たすき

277 ラッキー工業株式会社 岐阜県 Lucky Baby ヒップシート

278 ラッキー工業株式会社 岐阜県 Lucky ヘッドガードキャップ

279 株式会社 LIXIL 東京都 充填付加断熱工法 SUPER WALL DUAL

280 株式会社 LIXIL 東京都 PRESEA-100H

281 株式会社 LIXIL 東京都 リフレム リプラス

282 株式会社 LIXIL住宅研究所 東京都 カメレオンクッション

283 株式会社 リクルートマーケティングパートナーズ 東京都 キッズリー保育者ケア

284 株式会社 RIN 建築設計事務所 東京都 千鳥町の幼稚園・小学校　　-地域に根差した小さな私学校-

285 株式会社 ルイ高 東京都 サッカーゴール転倒防止固定装置

286 社会福祉法人 ルンビニー福祉会／学校法人 明福寺ルンビニー学園／株式会社 戸室太一建築設計室 東京都 ルンビニー保育園/明福寺ルンビニー学園幼稚園

287 株式会社 レイメイ藤井 東京都 先生オススメ!!小学生の地球儀(行政タイプ)

288 株式会社 レーベン販売 神奈川県 おいちいほっぺの うまんま(離乳食)おろし

289 株式会社 remy 東京都 Mrs.remyのタッチフード

290 学校法人 ろりぽっぷ学園／株式会社 時設計／西武緑化管理株式会社／西武造園株式会社／ 東京都 ーいぐねがつつむはじまりの「空感」ー

291 YKK AP株式会社 東京都 集合住宅向けセキュリティ連動システム

292 YKK AP株式会社 東京都 新・アルミ樹脂複合窓「エピソードNEO(ネオ)」

293 YKK AP株式会社 東京都 断熱スライディングドア「コンコード」

294 ワイズティーネットワーク株式会社 栃木県 宇都宮市立中央小学校紅茶部「おもてなしキッズ」育成デザイン

295 社会福祉法人 わかたけ福祉会 わかたけ保育園／篠計画工房 東京都 わかたけ保育園

296 株式会社 ワコール 京都府 女の子の未来キラキラプロジェクト

297
一般社団法人 わんぱくSMILE／株式会社 石嶋設計室／株式会社 KAP／株式会社 テーテンス事務所／ぼんぼり光環境計画株
式会社／laboratory株式会社／株式会社 コト葉LAB.／太陽建設株式会社

茨城県 わんぱくすまいる保育園

298
んまつーポス(特定非営利活動法人 MIYAZAKI C-DANCE CENTER)／宮崎大学教育学部高橋るみ子研究室／いわき芸術文化交
流館アリオス

宮崎県 現代芸術的体育からの復興
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