第10回キッズデザイン賞 受賞作品一覧
No.

（株式会社などを除いた５０音順）
本社所在地

応募団体名

応募作品名

1 相坂研介設計アトリエ

東京都

永福小プロジェクト

2 株式会社 赤ちゃんの城

福岡県

授乳が楽になる授乳クッションと補助クッション

3 株式会社 赤ちゃん本舗

大阪府

はじめてのパパもOK!くうきdeふんわりベビーバス

4 株式会社 赤ちゃん本舗

大阪府

ラクラク授乳ブラ

5 株式会社 赤ん坊カンパニー

東京都

扇風機ネットシリーズ

6 アサヒグループ食品株式会社 和光堂事業本部

東京都

栄養マルシェシリーズ

7 社会福祉法人 あすみ福祉会(茶々保育園グループ)

埼玉県

ちゃちゃカフェ

8 株式会社 アソシエ・インターナショナル／株式会社 日比野設計+幼児の城

神奈川県

アソシエ柿の木坂保育園

9 株式会社 アックスヤマザキ

大阪府

毛糸ミシンHug

10 atelier-fos一級建築士事務所／福井工業大学 デザイン学科 藤田大輔研究室／学校法人 池田学園

福井県

ささべ認定こども園

11 株式会社 アボード

東京都

RK - Chair

神奈川県

トツキトオカ

12 アマネファクトリー株式会社
13 株式会社 アリーナ

福岡県

ベビーキュピカ!

14 株式会社 アリーナ／i-angel Co.Ltd.

福岡県

i-angel(アイエンジェル) ヒップシートキャリア

15 株式会社 あんじ／もくもく村

千葉県

LULU家

16 イキメン研究所

神奈川県

ちちしるべ

17 issue+design

東京都

Write More

18 株式会社 一条工務店

東京都

花粉カットクローク

19 株式会社 一条工務店

東京都

子どもの未来をつくる超健康住宅「i-シリーズⅡ」

20 株式会社 一条工務店

東京都

スマイルドレッサー

21 株式会社 一条工務店

東京都

ゆかだんらん浴室

22 稲敷市／株式会社 山下設計

東京都

稲敷市立新利根小学校

23 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

東京都

久之浜・まちづくり総合学習

24 浦安市 こども部 こども課

千葉県

こんにちは あかちゃんギフト

25 AIU損害保険株式会社

東京都

園児総合保障制度 「キッズガード」

26 えがお先生／株式会社 笑顔デザイン研究所／泉大津市教育委員会事務局教育部生涯学習課／株式
会社 JTBコミュニケーションデザイン(あすとホール)

京都府

子どもファインダープロジェクト 放課後子供教室編

27 有限会社 エコ・ライス新潟／株式会社 美松／尾西食品株式会社／NPOプロジェクト88

新潟県

そうだ!アレルギー児も米粉クッキーで皆で一緒に食べよう!

28 エコワークス株式会社

福岡県

Pure - for Kids -（ピュア・キッズ）

29 SCSK株式会社

東京都

CAMPナリグラムワークショップ

30 株式会社 エトウ

福岡県

2段ベッド kotoka

31 株式会社 f-pzl

大阪府

f-pzl(エフパズル)アースカラー12色セット

32 株式会社 エリカランド

大阪府

簡単便利なおくるみ

33 大分県豊後高田市／ベビカム株式会社

大分県

豊後高田子育て応援アプリ

34 大阪工業大学 プロダクトデザイン研究室／矢野紙器株式会社

大阪府

『ぐらぐらこどもきち』バランスをとりながら遊ぼう!

35 株式会社 オージーケーカブト

大阪府

LEDライト付きヘルメット・ブライトJ1

36 株式会社 オージーケーカブト

大阪府

バイザー&アジャスター付きヘルメット・チャンプ

37 株式会社 岡村製作所

神奈川県

ミニモノス

38 オムロン株式会社

滋賀県

ヒューマンビジョンコンポ「家族目線」HVC-C2W

39 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

40 カール事務器株式会社

東京都

くるくるカールくん

41 公益財団法人 科学技術広報財団

東京都

クジラが星に還る海 -STARS OF LIFE-

42 社会福祉法人 春日福祉会／株式会社 藤田建築設計事務所

大阪府

認定こども園 かすが花の子園

43 株式会社 学研教育みらい

東京都

ニコニコたまごブロック(抗菌)

44 株式会社 学研教育みらい

東京都

認定こども園 みだい幼稚園

45 株式会社 学研ステイフル

東京都

自分の事が自分でできる環境を作る「おかたづけ育」ツール

46 株式会社 学研プラス

東京都

きって

47 株式会社 学研プラス

東京都

ふしぎがわかるよ!図鑑

48 ガロー株式会社／株式会社 東京 KiD

大阪府

学校生活向上委員会 ガールズサニタリーショーツ

49 ガロー株式会社／株式会社 東京 KiD

大阪府

綿100%吸水速乾 サラサラコットン子供用肌着

50 株式会社 川口技研

埼玉県

室内用物干し竿ホスクリーンQL型

51 社会福祉法人 菊清会／株式会社 アトリエ9建築研究所／有限会社 イガラシデザインスタジオ／株式会
社 ジャクエツ環境事業

福井県

社会福祉法人 菊清会 ふかさわミル保育園

52 株式会社 キッズコーポレーション／エーディーディーオー

東京都

大空と大地のなーさりぃ 大森駅前園

53 株式会社 CAST JAPAN

東京都

Loog Guitar

54 キリンビバレッジ株式会社

神奈川県

カフェインゼロ生茶

55 キリンビバレッジ株式会社

神奈川県

午後の紅茶 こだわり素材のピーチティー

56 株式会社 グースカンパニー

東京都

57 株式会社 クオリス／株式会社 日比野設計+幼児の城

神奈川県

保冷剤付き ベビーカーシートカバー
クオリスキッズ上大岡駅前保育園

58 クツワ株式会社

大阪府

キャップ&ホルダー

59 クツワ株式会社

大阪府

防水防犯アラーム

60 株式会社 グランドールインターナショナル

愛知県

ファルスカ スクロールチェア プラス

1/5

No.

本社所在地

応募団体名

応募作品名

61 株式会社 グルーヴノーツ／株式会社イトーキ

福岡県

TECH PARK KIDS (テックパークキッズ)

62 株式会社 グローウィング

大阪府

子どもウィッグ『witton(ウィットン)』

株式会社 グローバルキッズ／株式会社 レーサム／株式会社 石嶋設計室／株式会社 のみぞ計画室
63 ／株式会社 コト葉LAB.／株式会社 山崎設備設計／ぼんぼり光環境計画株式会社／laboratory株式会
社／株式会社 高山煉瓦建築デザイン／OZA METAL STUDIO／株式会社 シー・スペース

茨城県

グローバルキッズ飯田橋園・飯田橋学童クラブ・飯田橋こども園

64 KeiCraft

東京都

紙工作キット 紙宝(しほう)シリーズ 埴輪

65 KDDI株式会社／株式会社Kom&Co.Design

東京都

mamorino Watch(マモリーノウォッチ)

66 ケント・ハウス株式会社／学校法人 東学園

北海道

美晴の家保育園

67 株式会社 光文書院

東京都

デジタル教材プラットフォーム ひまわりポケットとデジタル教材

68 幸和ハウジング株式会社

静岡県

こども一次避難の家

69 幸和ハウジング株式会社

静岡県

こども新築見学会

70 合同会社 五穀豊穣

東京都

和食給食応援団

71 御殿場市 市民部 市民協働課／ 株式会社 丹青社

東京都

高根中郷館キッズスペース

72 株式会社 コトブキ

東京都

コトブキの防災ファニチャー

73 株式会社 コトブキ

東京都

防災ファニチャーによる啓発活動への取り組み

74 コトホギデザイン／toi

奈良県

こどもさじ

75 子ども子育て総合研究所株式会社 ／ミサワホーム株式会社

東京都

コビーアフタースクール+(プラス)代官山

76 一般社団法人 こどものホスピスプロジェクト／大成建設株式会社 一級建築士事務所

東京都

TSURUMIこどもホスピス

77 こども法人キッズカラー

東京都

保育や遊びを楽しく記録・共有する遊びアプリ[ほいくる]

78 合同会社 こどもみらい探求社

東京都

おやこ保育園

79 株式会社 コトラボ

東京都

PARKFUL(パークフル)

80 社会福祉法人 コビーソシオ／ミサワホーム株式会社

東京都

コビープリスクールみさとたかの

81 コンビ株式会社

東京都

F2用ジョイント

82 コンビ株式会社

東京都

さらすやエアスルーシート

83 コンビ株式会社

東京都

join(ジョイン)

84 コンビウィズ株式会社

東京都

赤ちゃん連れに優しいトイレ環境のガイドブック

85 コンビウィズ株式会社

東京都

Combi 横型おむつ交換台OK21

86 有限会社 彩工房

広島県

車椅子用ランドセル~ハンディキャップを持つ子供向けカバン~

87 社会福祉法人 桜木会／株式会社 手塚建築研究所

東京都

よしの保育園

88 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「きになる!」

89 札幌市立大学 デザイン学部 あそびlab「オヘソ」

北海道

ユニバーサルな参加・蓄積型の遊びワークショップ

90 サノ・アイディー(佐野ID研究室)／有限会社 みまさ金物商事／ピジョン株式会社

東京都

新生児用つめきりハサミ(ピジョン)

91 山陰中央新報社／しまね・つくば研究者ネットワーク

島根県

子ども新聞連載企画「科学への旅立ち」

92 三協立山株式会社 三協アルミ社

富山県

玄関ドア タッチ錠 「e・エントリー」

93 三協立山株式会社 三協アルミ社

富山県

電池錠付き門扉

94 三協立山株式会社 三協アルミ社 技術開発統括部

富山県

室内引戸 脱輪配慮型ソフトクローズ

95 三協立山株式会社 三協アルミ社 技術開発統括部

富山県

ハイスペックサッシ『アルジオ』

96 社会福祉法人 三峰会／株式会社 ジャクエツ環境事業

福井県

社会福祉法人三峰会 つきよのこども園

97 サンヨーホームズ株式会社

大阪府

ライフスタイルクラシテ 子育てしやすい暮らし

98 三和シヤッター工業株式会社／積水ハウス株式会社

東京都

玄関ドア指はさみ防止仕様

99 シーエイチエス子育て文化研究所有限会社

埼玉県

Child Care Web

100 敷島住宅株式会社

大阪府

SDK-1.6

101 敷島住宅株式会社

大阪府

Key(ケイ)

102 敷島住宅株式会社

大阪府

隣居

103 社会福祉法人 四季の会／株式会社 時設計／株式会社 SAKO建築設計工社／株式会社 ジェーエス
ディー／西武緑化管理株式会社／西武造園株式会社

東京都

社会福祉法人 四季の会 どろんこ保育園

104 株式会社 シマノ

大阪府

ヒルモ /自転車ライトシステム

105 株式会社 しまのみらい／株式会社 和田デザイン事務所／つかさ工務店／画家 岡村美紀

広島県

島の未来の担い手育成教育プログラム「島キャリ」

106 株式会社 ジャクエツ

福井県

防災クッションピタット

107 株式会社 ジャクエツ環境事業

福井県

SANGO [サンゴ]

108 株式会社 ジャクエツ環境事業

福井県

Seed [シード]

109 株式会社 ジャクエツ環境事業

福井県

MEBIUS

神奈川県

集いの家

110 住宅情報館株式会社
111 白梅学園大学 林 薫研究室

東京都

子どもたちとくっくちゃんの食育ワークショップ

112 社会医療法人 真美会 中野こども病院／大成建設株式会社 一級建築士事務所／株式会社 プラプラッ
クス

東京都

中野こども病院

113 住友林業株式会社

東京都

木の間接照明による睡眠の質改善効果と疲労軽減効果

114 住友林業株式会社

東京都

高遮音床「遮音60仕様」

115 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

116 株式会社 セイバン／株式会社 乃村工藝社

東京都

セイバン

117 社会福祉法人 清菱会／株式会社 設計工房α／株式会社 スタジオゲンクマガイ／mーdi空間デザイン

福井県

やまなみ保育園

118 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

東京都

減音緩衝ジョイントマット

119 積水化学工業株式会社 住宅カンパニー

東京都

うちそとテラス

120 積水化成品工業株式会社／社会福祉法人 あさと福祉会 あさのうら保育園

大阪府

ブルーライトカットLED照明機器『テクテラス』
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121 積水ハウス株式会社

大阪府

122 積水ハウス株式会社

大阪府

123 積水ハウス株式会社

大阪府

イマドキママ スタイル

124 積水ハウス株式会社

大阪府

食が真ん中の住まいづくり「おいしい365日」

125 積水ハウス株式会社

大阪府

住ムフムラボ

126 積水ハウス株式会社／株式会社 グローバルキッズ

大阪府

江東亀戸サテライトグローバルキッズ竪川園

127 積水ハウス株式会社／パナソニック株式会社

大阪府

ビルトイン空気清浄機「AirMe(エアミー)」

128 積水ハウス株式会社／大光電機株式会社

大阪府

保育施設のためのひかりによる生体リズムを育むプロジェクト

129 積水ハウス株式会社／日野興業株式会社

大阪府

住宅建築現場への女性用仮設トイレの開発と普及

130 社会福祉法人 洗心福祉会／株式会社 日比野設計+幼児の城

神奈川県

安全配慮引手
「1階生活」

豊野保育園

131 仙田満／藤塚光政

東京都

こどもの庭 仙田満+環境デザイン研究所の「園庭・園舎30」

132 ソニーPCL株式会社

東京都

すくすくスケール®

133 ソフトバンク株式会社

東京都

チャリティスマイル

134 タイガー魔法瓶株式会社

大阪府

ハンドル回せばおめめきょろきょろ 氷削り器「きょろちゃん」

135 大建工業株式会社

東京都

ここち和座 置き敷きタイプ

136 大建工業株式会社

大阪府

スマートレバーハンドル

137 大建工業株式会社

大阪府

hapiaシリーズクローク収納引戸ユニット

138 大建工業株式会社

大阪府

hapiapremierシリーズリビングドア

139 ダイソン株式会社

東京都

Dyson V6 Baby+Child ハンディクリーナー

140 株式会社 ダイマツ

静岡県

B-block

141 株式会社 TIME&GARDEN

東京都

ブルックリンランドリール

142 株式会社 ダイヤコーポレーション

東京都

ダイヤ おもちゃが洗える収納ネット

143 株式会社 ダイヤコーポレーション

東京都

ダイヤ ベビーベッドかや

144 大和リース株式会社

大阪府

D’sどこでもガーデン。PUZZLE

145 タカタ株式会社

東京都

Child Guard 1.0

146 株式会社 タカラレーベン／社会福祉法人 山ゆり会

東京都

レーベン守谷 THE BRIDGE

147 田島ルーフィング株式会社

東京都

リノリウム床シート マーモリウム

148 立川市／株式会社 アイケイディーエス／株式会社 ビービーシー／有限会社 澄川電設／高橋設備工
業株式会社

東京都

立川市立中砂保育園

149 株式会社 ダッドウェイ

神奈川県

Quut/Cuppi (カッピー)

150 株式会社 ダッドウェイ

神奈川県

リリプション 「サーカスハウス」

151 株式会社 タムロン／株式会社 キッズコーポレーション／株式会社 日建設計

埼玉県

タムロンキッズ保育園

152 株式会社 丹青社／株式会社 サンシャインシティ

東京都

どうぶつパズル

153 千葉県流山市／社会福祉法人 高砂福祉会

千葉県

流山市×TaKaSaGo 駅前送迎保育ステーション

154 NPO 法人 チャイルド・ケアリング・アソシエーション

東京都

楽しい療育アプリシリーズ

155 千代田区／株式会社 日立建設設計

東京都

千代田区立神田一橋中学校

156 筑波大学 ／人工知能研究室

茨城県

聴覚障害児の社会的相互作用を支援するスマートデバイス

157 つくばみらい市／株式会社 梓設計

東京都

ハーフオープンスクール ― つくばみらい市立陽光台小学校

158 株式会社 ティーレックス

大阪府

TWISTHAKE（ツイストシェイク）

159 株式会社 ティーレックス

大阪府

litecup(ライトカップ)

160 株式会社 デサント

東京都

左右非対象構造のジュニアシンガード

161 とうきゅうキッズプログラム /東急グループ

東京都

とうきゅうキッズプログラム

162 社会福祉法人 東京育成園／株式会社 アーキヴィジョン広谷スタジオ／株式会社 マーズデザインワー
クショップ

東京都

オリービア保育園

163 学校法人 東京内野学園 東京ゆりかご幼稚園／渡辺治建築都市設計事務所／リズムデザイン=モヴ／
三高設計

神奈川県

東京ゆりかご幼稚園+里山教育

164 社会福祉法人 東京児童協会／bask design

東京都

扇こころ保育園

165 東京書籍株式会社

東京都

EduTownあしたね

166 東京都都市整備局

東京都

子育てに配慮した住宅のガイドライン

167 東進ゼミナール

岐阜県

こうかんドリル

168 社会福祉法人 鳥取福祉会／株式会社 白兎設計事務所

鳥取県

みんなのおうち 津ノ井保育園

169 凸版印刷株式会社

東京都

小学校・商店街・企業が一体となって取り組む「印刷の学校」

170 凸版印刷株式会社／芸術造形研究所

東京都

はぐくみプログラム

171 トムソーヤクラブ

東京都

子どもだけの自然体験・サマーキャンプ

172 学校法人 豊田学園／SUGAWARADAISUKE

東京都

ゆたか幼稚園

173 株式会社 トリビュート

東京都

ワイヤレスベビーカメラ らくらくキット

174 ドロップレット・プロジェクト

長野県

ドロップス

175 社会福祉法人 那須若葉会／株式会社 安藤設計

栃木県

社会福祉法人 那須若葉会 とようら保育園

176 南海電気鉄道株式会社／株式会社 スペース

大阪府

ちびっこ広場

177 新潟県 新潟地域振興局／株式会社 グリーンシグマ／グリーン産業株式会社／株式会社 アダチ造形
社

新潟県

新潟県スポーツ公園ながたの森

178 株式会社 ニチベイ

東京都

ロールスクリーン 「ソフィー」 スマートコード式

179 公益財団法人 ニッセイ緑の財団／中央大学 理工学部 教授 石川幹子／NPO法人 みどり環境ネット
ワーク!／玉浦西まちづくり住民協議会

東京都

子どもの心が育てる希望の環～被災地に緑を届けよう～

180 ニフティ株式会社

東京都

学校のプリント整理アプリ「おたよりBOX」
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本社所在地

応募団体名
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181 株式会社 日本エスコン

大阪府

Park JADE杉並和泉

182 日本自動ドア株式会社

東京都

子ども目線ステッカー

183 株式会社 日本ハウスホールディングス

東京都

いごこちくうかん(こどもが造る室内環境)

184 株式会社 日本ハウスホールディングス

東京都

ちょこっと二世帯

185 ノーマンジャパン株式会社

東京都

コードレスブラインド

186 ノーマンジャパン株式会社

東京都

ハニカムスクリーン スマートフィットタイプ

187 ノーマンジャパン株式会社

東京都

ハニカムスクリーン バーチカルタイプ

188 ノーマンジャパン株式会社

東京都

ローマンシェード コードレスタイプ

189 株式会社 Noz

兵庫県

SaddleBaby

190 ノバルス株式会社

東京都

MaBeee(マビー)

191 株式会社 乃村工藝社

東京都

子どもとすごす空間を快適にするためのデザインハンドブック

192 乃村工藝社・丹青社設計施工共同企業体

東京都

国立科学博物館 親と子のたんけんひろば 「コンパス」

193 橋本螺子株式会社

静岡県

ねじブロック

194 株式会社 パティシエ エス コヤマ「未来製作所」

兵庫県

パティシエ エス コヤマ「未来製作所」

195 パナソニック株式会社

大阪府

SDネットワークレコーダー WJ-SD202K

196 パナソニック株式会社

大阪府

LEDシーリング 目覚めのあかり

197 パナソニック株式会社

大阪府

紙パックふとん掃除機 MC-DF500G

198 パナソニック株式会社

大阪府

玄関用収納 クロークボックス

199 パナソニック株式会社

大阪府

戸建住宅用宅配ボックス COMBO(コンボ)

200 パナソニック株式会社

大阪府

CO2 ヒートポンプ給湯機

201 パナソニック株式会社

大阪府

シンクロ調色 LED照明

202 パナソニック株式会社

大阪府

スティックシェーバー ER-GB20

203 パナソニック株式会社

大阪府

スマ@ホーム システム

204 パナソニック株式会社

大阪府

洗面ドレッシング ウツクシーズ

205 パナソニック株式会社

大阪府

電池がどっちかライト

206 パナソニック株式会社

大阪府

ななめドラム洗濯機 Cubleシリーズ

207 パナソニック株式会社

大阪府

パーソナルメモリーマネージャー BN-SDPAP3

208 パナソニック株式会社

大阪府

ビルトイン食器洗い乾燥機 NP-45Kシリーズ

209 パナソニック株式会社

大阪府

マルチタッチスクリーン液晶ディスプレイ

210 パナソニック株式会社

東京都

ルームエアコン SXシリーズ

211 パナソニック株式会社

大阪府

録音機能付CD語学学習機 SL-ES1

212 パナホーム株式会社

大阪府

子どものことを考えた世界基準の室内空気質実現への取り組み

213 パナホーム株式会社／パナソニック株式会社

大阪府

KodoMotto(こどもっと)

214 BABAラボ(シゴトラボ合同会社)

埼玉県

孫育て専用ほ乳瓶「ほほほ ほにゅうびん」

215 久之浜・大久地区復興対策協議会／きらきら広場企画室／久之浜商工会青年部／福島県いわき建設
事務所／いわき市／久之浜大久自安我楽継承会／久之浜大久地区まちづくりサポートチーム

東京都

久之浜・大久 きらきら広場あそぼう会

216 株式会社 美術出版サービスセンター

東京都

図工ドリル

217 ピジョン株式会社

東京都

弱吸啜用乳首

218 ピジョン株式会社

東京都

はじめてのかんたんおはし

219 ピジョン株式会社

東京都

Runfee ef

220 飛騨信用組合／株式会社 スペース

東京都

飛騨信用組合 新東山支店計画

221 兵庫県立こどもの館

兵庫県

高校生等ボランティアによる子育て支援体験活動

222 封筒の家プロジェクト

東京都

「封筒の家」プロジェクト

223 福岡市立こども病院デザインプロジェクト

富山県

1000人参加のアートプロジェクトー福岡市立こども病院

224 福島県桑折町／凸版印刷株式会社 東日本事業部／フレーベル館

宮城県

福島県桑折町屋内遊び場確保事業

225 株式会社 フジクラ

東京都

フジクラ 木場千年の森

226 株式会社 富士住建

埼玉県

たかが洗濯・されど洗濯 ～新家事空間『スマートランドリー』～

227 富士通株式会社／富士通デザイン株式会社

神奈川県

ARROWS Tab Q506/ME

228 富士通デザイン株式会社／株式会社 Curio School

神奈川県

Mono-Coto Innovation

229 富士通デザイン株式会社／株式会社 メタデザイン

神奈川県

Learning Community Hub

230 フルプロダクトデザインスタジオ

東京都

GIFT KIOSK NAGOYA ESCA

231 プレイデザインラボ(株式会社 ジャクエツ)

福井県

遊具におけるアフォーダンスの研究～プレイデザインラボの取組み

232 株式会社 フレーベル館

東京都

ながもちハサミ

233 株式会社 フレーベル館

東京都

保育室の音環境シリーズ ototo

234 株式会社 フレーベル館／株式会社 安藤・間

東京都

子育て支援施設 フレーベルこどもプラザ

235 株式会社 フレーベル館／中央大学 文学部心理 山口研究室

東京都

うちゅうじんのたまご

236 株式会社 フレーベル館／TEA’sDesign 矢野TEA／社会福祉法人 高砂福祉会

東京都

TOKYO BAY Kids Garden

237 文化シヤッター株式会社

東京都

窓シャッター用 ワイヤレスタイマースイッチ

238 国立大学法人 北海道大学 CoSTEP

北海道

チ・カ・ホ農学校～細胞工作研究所でつくってまなぼう!～

239 ポップニート株式会社

東京都

自動車用 チャイルドモニター

240 株式会社 VONOVO

東京都

子供服交換サービス mycle-マイクル-

241 学校法人 ほほえみ学園／株式会社 日比野設計 + 幼児の城

神奈川県

242 本田技研工業株式会社／株式会社 本田技術研究所

東京都
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本社所在地

応募団体名

応募作品名

243 舞鶴市役所 子ども支援課／舞鶴工業高等専門学校 尾上研究室／スタジオアンテナ／株式会社 阿波
設計事務所

京都府

舞鶴市子育て交流施設 あそびあむ

244 前橋明／株式会社 講談社／プレイデザインラボ(株式会社ジャクエツ環境事業)

福井県

あそぶだけ!公園遊具で子どもの体力がグングンのびる!

245 マツダ株式会社

広島県

子どもに多い『飛び出し事故』に備える自動ブレーキ

246 マツダ株式会社

広島県

新世代車両運動制御技術(G-ベクタリングコントロール技術)

247 丸金印刷株式会社

千葉県

医薬品包装用多目的シート

248 株式会社 ミクシィ

東京都

家族アルバム みてね

249 ミサワホーム株式会社

東京都

キッチンスライドゲート収納

250 ミサワホーム株式会社

東京都

SMART STYLE H

251 ミサワホーム株式会社／株式会社 コビーアンドアソシエイツ

東京都

コビープリスクールなかまちだい

252 ミサワホーム株式会社／ミサワホーム不動産株式会社

東京都

女性専用シェアハウス「Belle Philia 下北沢」

253 ミズノ株式会社

大阪府

ダッシュドライバーSP

254 みずほフィナンシャルグループ／清水建設株式会社／東京木工場

東京都

みずほキッズがじゅまる

255 株式会社 三井住友フィナンシャルグループ

東京都

JUNIOR SAFE (じゅにあせーふ)

256 三井不動産株式会社／NPO法人 グッド・トイ委員会 東京おもちゃ美術館／パワープレイス株式会社/
大建工業株式会社

東京都

ららぽーと海老名キッズプレイエリア「ウッドキューブ」

257 三井ホーム株式会社

東京都

健康空調システム「スマートブリーズ」

258 三井ホーム株式会社

東京都

進化させた木造枠組壁工法『プレミアム・モノコック構法』

259 三井ホーム株式会社／学校法人 富津学園／アトリエソン有限会社

東京都

明澄幼稚園(みょうちょうようちえん)

神奈川県

スターチャイルド《浦和ナーサリー》

260 株式会社 みつば／株式会社 バハティ一級建築士事務所
261 三菱電機株式会社

東京都

子育てママをサポートする3ドア冷凍冷蔵庫 CXシリ-ズ

262 三菱電機株式会社

東京都

ジェットタオル プチ(壁取付タイプ)

263 三菱電機株式会社

東京都

「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン JC-10Kシリーズ

264 三菱ふそうトラック・バス株式会社／コクヨ株式会社

神奈川県

FUSO KINDERGARTEN

265 みなみがおかプロジェクト

福岡県

みなみがおかプロジェクト

266 宮城県教育庁スポーツ健康課／凸版印刷株式会社

宮城県

みやぎ防災教育副読本～未来へのきずな～(園児向け)

267 株式会社 ムーブル

兵庫県

vivi-AMシリーズ

268 株式会社 ムーンスター

福岡県

4大機能

269 学校法人 めぐみ学園／株式会社 日比野設計+幼児の城

神奈川県

阿久根めぐみこども園

270 社会福祉法人 めぐみこども園／株式会社 髙倉木材

福井県

木づかう心、豊かな感性を育むめぐみこども園木育プロジェクト

271 株式会社 モール・エスシー開発／株式会社 イトーヨーカ堂／株式会社 乃村工藝社

東京都

いつでも安全に遊べるセブンパークアリオ柏「スカイ・キッズ」

272 合同会社 木馬の子

埼玉県

木馬の子 Mシリーズ

273 MORIUMIUS

宮城県

MORIUMIUS 森と海と明日へ

274 モリテックスチール株式会社

大阪府

室内用物干し器「ルームハンガー」

275 社会福祉法人 弥十郎愛育会／株式会社 日比野設計+幼児の城

神奈川県

しらとり保育園

276 八千代市／岡田新一設計事務所

東京都

八千代市立中央図書館・八千代市市民ギャラリー

277 ヤマハ発動機株式会社

静岡県

ユニットプールきらきら

278 山本光学株式会社

大阪府

SWANSスイミングゴーグル SJ-9

279 ユカイ工学株式会社

東京都

BOCCO

280 ユニー株式会社／株式会社 スペース

愛知県

こどもみらいプロジェクト

281 夢★らくざプロジェクト

東京都

おしごと弟子入り道場

282 社会福祉法人 吉竹福祉会／株式会社 ナカエ・アーキテクツ

東京都

のしろこども園

283 株式会社 Lee製作室

福井県

サプライズビーズクッション

284 リオン株式会社

東京都

KIDSほちょうき リオネットピクシー

285 株式会社 LIXIL

東京都

イタリヤ マルチ電動

286 株式会社 LIXIL

東京都

エアリス マルチ電動

287 株式会社 LIXIL

東京都

エコカラット クシーノ/エコカラットプラス クシーノ

288 株式会社 LIXIL

東京都

幼児用シャワーパン

289 株式会社 LIXIL

東京都

幼児用バス

290 株式会社 LIXIL住宅研究所／本田技研工業株式会社

東京都

「家+X」Powered by Honda

291 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

kidsly(キッズリー)

292 隆建築設計事務所／常磐会短期大学付属 認定こども園 常磐会幼稚園

大阪府

常磐会短期大学付属 認定こども園 常磐会幼稚園

293 株式会社 ワールドライブラリー

東京都

WORLDLIBRARY

294 YKK AP株式会社

東京都

APW430 ツーアクション窓

295 YKK AP株式会社

東京都

APW431 大開口スライディング

296 YKK AP株式会社

東京都

EXIMA31 かまち用保護カバー

297 YKK AP株式会社

東京都

かんたんマドリモ&かんたんドアリモ
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