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第14回キッズデザイン賞受賞作品237点の中から選ばれた

優秀作品へのノミネート33点を本日発表！

賞名は9月30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14回キッズデザイン賞受賞作品

237点の中から選ばれた、優秀作品※2へのノミネート作品33点を発表しました。33作品それぞれの賞名は、9月30日(水)

10時30分より記者発表・表彰式の模様をオンライン配信するとともに、13時のプレスリリースWeb公開を予定しています。
※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。

※キッズデザイン賞入賞作品プレスリリース＜https://kidsdesignaward.jp/docs/2020/14thKDawardPressrelease20200821.pdf＞

2020年9月8日

第14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。

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14回までの累計応募数 5,376点 受賞数 3,205点

第14回キッズデザイン賞 記者発表・表彰式 10：30-12：00

（YouTube中継）https://youtu.be/qEk_nOtm2Co

No 受賞団体名 所在地 応募作品名受賞作品名

1 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

2 株式会社オージーケーカブト 大阪府 Picot

3 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

4 クックパッド株式会社 東京都 おりょうりえほん

5 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

6 『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』

7
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 ／ 株式会

社ベガハウス
鹿児島県 こどものけんちくがっこう

8 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

9
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 ／ 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

10 コンビ株式会社 東京都 スゴカルSwitch

11 佐賀県 佐賀県 弘道館2 －藩校しようぜ。－

12 株式会社ジャクエツ 福井県 プティ トワレ

13 株式会社Dig-A-Doo ／ 株式会社ピース 東京都 かなカナ

14 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

15

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

16 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

17 ナカバヤシ株式会社 大阪府 アルバム研究所

18 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

19 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」

20 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

21 バルミューダ株式会社 東京都 BALMUDA The Pure

22 株式会社パロマ 愛知県 ガスビルトインコンロ「クレア」

23 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

24 株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 社会福祉法人小浜会 長崎県 こどもの丘ナーサリー

25 ひより保育園 ／ 株式会社スピッカート ／ 藤次郎株式会社 ／ そらのまち出版 ／ 株式会社無垢 鹿児島県 ひより保育園食育活動およびツール開発

26 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

27
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）

28 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

29
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

30 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

31 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

32 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」

33 株式会社LIXIL 東京都 シャワー付水栓柱

https://kidsdesignaward.jp/docs/2020/14thKDawardPressrelease20200821.pdf
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『子育てにちょうどいいミシン』

株式会社アックスヤマザキ
【大阪府】

『Picot』

株式会社オージーケーカブト
【大阪府】

『むしのしわざプロジェクト』

一般社団法人かんのむしLAb.
【群馬県】

第14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）

『おりょうりえほん』

クックパッド株式会社
【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』』

『COSMOS』製作委員会
【東京都】

『こどものけんちくがっこう』

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 ／ 株式会社ベ
ガハウス
【鹿児島県】

『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』

コープデリ生活協同組合連合会
【埼玉県】

『味覚を育てる幼児食冷凍食品4種
おかずセット』

子どもの食卓株式会社
【東京都】

『まちのもり本町田』

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 ／ 株式会社アルコ
デザインスタジオ
【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』

デザインのとびら
【東京都】

『スゴカルSwitch』

コンビ株式会社
【東京都】

『かなカナ』

株式会社Dig-A-Doo ／ 株式会社
ピース
【東京都】

『市販用冷凍食品みんなの食卓🄬シ
リーズ』

東北日本ハム株式会社
【山形県】

『木造校舎を使った木育カリキュラムの
実践』

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】

『プティ トワレ』

株式会社ジャクエツ
【福井県】

『弘道館2 －藩校しようぜ。－』

佐賀県
【佐賀県】
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『アルバム研究所』

ナカバヤシ株式会社
【大阪府】

『スライドキャンバス ソラカゼ』

BXテンパル株式会社
【東京都】

『こどもの丘ナーサリー』

株式会社日比野設計＋幼児の城 ／
社会福祉法人小浜会
【長崎県】

『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」』

株式会社ニチベイ
【東京都】

『ファーストシェービングシリーズ』

パナソニック株式会社
【大阪府】

『まもる君』

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】

『ガスビルトインコンロ「クレア」』

株式会社パロマ
【愛知県】

『BALMUDA The Pure』

バルミューダ株式会社
【東京都】

『まごころ学園（福祉型障がい児入所施
設）』

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】

『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】

『ひより保育園食育活動およびツール
開発』

ひより保育園 ／ 株式会社スピッカート
／ 藤次郎株式会社 ／ そらのまち出
版 ／ 株式会社無垢
【鹿児島県】

『保育園のあるコワーキングスペースつ
なぐ』

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】

『シャワー付水栓柱』

株式会社LIXIL
【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』

三菱電機株式会社
【東京都】

『ベビー用紙おむつ「ナチュラルムー
ニー」』

ユニ・チャーム株式会社
【東京都】

『ユカイな生きものロボットキット』

ユカイ工学株式会社
【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』

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】


