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第15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）

No 受賞団体名 所在地 受賞作品名

1 株式会社アーテック 大阪府 あいうえおポーズかるた

2 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都 こどもあんぜんマイスター

3 相坂研介設計アトリエ 東京都 てぞーろ保育園

4 株式会社赤ちゃん本舗 大阪府 フチまる傘

5 株式会社赤ちゃん本舗 ／ 株式会社赤ん坊カンパニー 大阪府 ひらけ！フタップPlus

6 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”

7 旭化成ホームズ株式会社 東京都 共働き子育て世帯に向けた、新しい暮らしに対応する家「onefitto」

8
旭化成ホームズ株式会社 ／ 旭化成不動産レジデンス株式会社

／ 株式会社クレヨン
東京都 GOKINJO

9 株式会社朝日新聞社 ／ 株式会社中西正佳建築設計事務所 大阪府 朝日スポーツクラブ 貝塚スイミング

10 株式会社アスコン 東京都 BABY&Me BELK-S firstセット

11 社会福祉法人あすみ福祉会 東京都 茶々だいかんやま保育園

12 アデッソ株式会社 東京都 TEARA 手洗いを楽しく、習慣にする新しいタイマー！

13
アドバンス株式会社 ／ 株式会社中川工務店 ／ 株式会社栗

生総合計画事務所 ／ 株式会社丹青社
兵庫県 植村直己冒険館「どんぐりbase」

14 有限会社アトリエ門口 沖縄県 前原どろんこ保育園

15 株式会社アプルデザインワークショップ ／ 社会福祉法人青藍会 山口県 医療型児童発達支援センター新山口

16
学校法人有明中央学園 ／ 株式会社ジャクエツ ／ 熊本大学大

学院先端科学研究部建築音響研究室
熊本県 良質な音響空間で子ども達を守り育てる～長洲ひまわり幼稚園での実証実験～

17
アルネットホーム（大賀建設株式会社） ／ kodomoe編集部

（株式会社 白泉社）
埼玉県 子どもが“あと伸び”する家

18 株式会社石森建築設計事務所 宮城県 みんなのひよこ園

19 株式会社一条工務店 東京都 耐水害住宅

20 株式会社IMAGICA GROUP ／ 株式会社ウェザーマップ 東京都 CREDUCATIONイベント Weather Wizard Academy

21
インテリーガル株式会社 ／ 一級建築士事務所 髙田博章建築

設計
東京都 あいねっこ保育園

22 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

23 内田工業株式会社 愛知県 ピータ

24 エースホーム株式会社 東京都 子育て家族の新しい習慣『ハビステーション』

25 学校法人益水学園 ／ 株式会社本瀬齋田建築設計事務所 茨城県 いばらき幼稚園

26 エコ・ファースト推進協議会 東京都 エコとわざコンクール

27
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～コマドリアニメをつくろう～』

28 株式会社FPコーポレーション 北海道 FPウレタン断熱パネル

29 株式会社エブリー 東京都 MAMADAYS

30 エレコム株式会社 大阪府 きせかえワイヤレス充電器

31 エレコム株式会社 大阪府 子供向けマウス

32 エレコム株式会社 大阪府 子ども用ヘッドセット

33 エレコム株式会社 大阪府 200万画素Webカメラ「wanco」

34 大阪ガス株式会社 大阪府 子どものプリントかんたん管理アプリ『プリゼロ』

35

大阪市立大学健康科学イノベーションセンター ／ 大阪市淀川区

役所 ／ 江崎グリコ株式会社 ／ 株式会社学研エデュケーショナ

ル ／ 株式会社COPELコンサルティング ／ 積水ハウス株式会社

／ 株式会社ダスキン ／ 西川株式会社

大阪府 生活体験型リビングラボ研究による子どものQOL向上の検証

36 株式会社オープンハウス・アーキテクト 東京都 LWDK with KIDS

37 株式会社お母さん業界新聞社 神奈川県 孤育てをなくし、お母さんの笑顔をつなぐ「お母さん業界新聞」

38 株式会社オカムラ 神奈川県 Cuddly

39 オゴー産業株式会社 岡山県 presaveV 安心・安全に特化した小学生服

40 株式会社オフィス桐生 三重県 このはな保育園

41 KAILUA Architectural Design 滋賀県 街の店舗／Becary and office

42 花王株式会社 東京都 ビオレu泡スタンプハンドソープ

43
各務原学びの森株式会社 ／ 株式会社井上工務店 ／ 飛騨五

木株式会社 ／ 株式会社TAB
岐阜県 KAKAMIGAHARA PARK BRIDGE

44 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

45
株式会社学研エデュケーショナル ／ 株式会社学研プラス ／ 株

式会社学研教育みらい ／ 株式会社学研メディカル秀潤社
東京都 年長児に無償提供！学研まんがでよくわかるシリーズ 『ウイルスのひみつ特別編』

46 株式会社学研教育みらい ／ 自立の株式会社 東京都 キッズプライム 放課後等デイサービス

47 株式会社学研ステイフル 東京都 kazokutteダンボール工作キット

48 学校法人神奈川工科大学 ／ NPO法人ぱぱとままになるまえに 神奈川県 妊婦体験システム MommyTummy

49 kanadel 埼玉県 エコバックが抱っこ紐に、おむつ替えシートに！多機能育児グッズgyuttone!

50 COLOR LABEL DESIGN OFFICE 滋賀県 素材の可能性を引き出す 東近江小田苅の家
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51 岐阜県 ／ 株式会社デザインボックス 岐阜県 ぎふ木遊館

52
九州大学 大学院 芸術工学研究院 ／ 福津市 子育て世代包

括支援センター ／ アールト大学
福岡県 福津市 こどもの国 子育てサービスマップ

53 株式会社京都建築事務所 福岡県 大谷幼稚園

54
株式会社クオリス ／ 東京ディフェンス株式会社 ／ エムハウス株式

会社 ／ 株式会社ブルースタジオ
東京都 クオリスキッズ大井町保育園

55 クツワ株式会社 大阪府 LED防犯アラーム スゴピカ

56 クツワ株式会社 大阪府 鉛筆けずりトガロ

57 クツワ株式会社 大阪府 こどものみじたくスポット

58 クツワ株式会社 大阪府 タッチキャップ

59
社会福祉法人茱の木 ／ 株式会社時設計 ／ 株式会社渡辺

土建
宮城県 幼保連携型認定こども園 森のくまさん MORIKUMA

60 株式会社久米設計 山梨県 山梨県子どものこころサポートプラザ

61 GRASSE TOKYO株式会社 東京都 香の具（kanogu）

62 株式会社グラグリッド ／ 新宿区立落合第六小学校 東京都 学び方を発明しよう！工夫と探究を促す小学生の学び方変革プログラム「ノート学」

63 一般財団法人くらしまち財団たかさき 群馬県 民間学童『放課後サポート こ.ラボ』

64
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
東京都 タテノイト

65 株式会社クレヨン 東京都 Fiika（フィーカ）アプリ

66
株式会社global bridge HOLDINGS ／ 株式会社global

child care
東京都 大型遊具 AINI BOX（アイニーボックス）

67 グローバルホーム株式会社 埼玉県 ハスカーサ 体感すまいパーク 柏

68 グローバルホーム株式会社 埼玉県 ハスカーサ 体感すまいパーク 東浦和

69 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

70 ケイアイスター不動産株式会社 埼玉県 土楽間－Drama

71
甲南女子大学 人間科学部 生活環境学科 濵口郁枝 ／ 大阪

ガス株式会社
兵庫県 小学生における食育プログラム「和食だし体験講座」が及ぼす行動変容に関する研究

72 Go Visions株式会社 東京都 SOZOW

73 コープデリ生活協同組合連合会 ／ 日本生活協同組合連合会 埼玉県 子どもと家族を応援 コープの幼児食シリーズ「きらきらキッズ」

74 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」

75

五泉市 ／ 有限会社香山壽夫建築研究所 ／ 株式会社鈴木

設計企画 ／ 合同会社ソフト・エッジ ／ 横山建設株式会社 ／

株式会社岡部 ／ 五泉ニット工業協同組合 ／ 五泉織物工業

協同組合

新潟県 ラポルテ五泉

76 株式会社コトブキ 東京都 オムニスピナー

77
株式会社コトブキ ／ 千葉大学 デザイン・リサーチインスティチュート

環境デザイン研究室
東京都 MOPPS

78 株式会社木馬舎 ／ 大起商事株式会社 岐阜県 DAIKIDS

79 コンビ株式会社 東京都 Acbee

80 公立大学法人札幌市立大学 ／ 株式会社オーディオテクニカ 東京都 アナログってなんだろう？ 次世代型オンラインワークショップ親子で楽しめる音楽体験

81 株式会社三栄建築設計 東京都 街と繋がる小さな学び舎を抱く家

82 三協立山株式会社 富山県 オルネ

83 三協立山株式会社 富山県 DI窓

84 株式会社サンゲツ 愛知県 CSロールスクリーン

85 サンヨーホームズ株式会社 大阪府 スマeAir・プレミアムパッケージ

86 株式会社ジェイ・シー・ティ 広島県 電動鼻水吸引器 Nosiboo Pro

87 株式会社ジオジャパン 愛媛県 xyloba junior

88 敷島住宅株式会社 ／ 滋賀県立大学 金子尚志研究室 大阪府 とおしど

89 株式会社資生堂 ／ ビービーメディア株式会社 東京都 MY FUTURE PALETTE

90 株式会社ジャクエツ 福井県 withシリーズ

91 株式会社ジャクエツ 福井県 TOYBOX

92 株式会社東海林健建築設計事務所 新潟県 山五十嵐こども園

93

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

94 株式会社新昭和FCパートナーズ 千葉県 hapies

95
株式会社新昭和FCパートナーズ ／ 株式会社新昭和 ／ 株式

会社ウィザースホーム
千葉県 SIASUMIN・AIR

96 株式会社シンフォニア 福岡県 分娩支援システムBSS（Birth Support System）

97 株式会社新和建設 愛知県 こどもの考える力が育つ家



6/8ページ

第15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）

No 受賞団体名 所在地 受賞作品名

98 スガツネ工業株式会社 東京都 隠し丁番HESシリーズ

99 学校法人椙山女学園 ／ 株式会社日建設計 愛知県 椙山女学園大学附属椙山こども園

100 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

101 積水ハウス株式会社 大阪府 大きな樹の下にいるような暮らし『KOKAGE LOUNGE』

102 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）」

103 積水ハウス株式会社 大阪府 ファミリー スイート おうちプレミアム かぞく寝室

104 積水ハウス株式会社 ／ アルメタックス株式会社 大阪府 積水ハウスオリジナル「網戸ロック」

105 積水ハウス株式会社 ／ 積水ハウスリフォーム株式会社 大阪府 Family Suite RENOVATION

106
積水ハウス株式会社 ／ ひとともり 一級建築士事務所 ／ 工房

瑞
大阪府 台の森プロジェクト

107
セントスタッフ株式会社 ／ 特定非営利活動法人ADDS ／ 株式

会社ミサワホーム総合研究所
東京都 子どもたちの能力を引き出すインクルーシブデザインの実現に向けた取組み

108
学校法人千成学園 幼保連携型認定こども園 千成幼稚園 ／ ミ

サワホーム株式会社 ／ 一級建築士事務所エイチ・アーキテクツ
千葉県 千成幼稚園＋せんなり村

109 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

110 株式会社相馬 東京都 ホントの紙ねんどつくるキット

111
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™

112 ソフトバンク株式会社 東京都 アシストガイド

113 タイガー魔法瓶株式会社 大阪府 自動再注文ができるIoT対応 ジャー炊飯器

114
特定非営利活動法人体験型安全教育支援機構 ／ 株式会社

ステップ総合研究所
東京都 コロナ禍における簡易体験施設を用いた体験型安全教室の効果研究

115 大建工業株式会社 大阪府 KIN TONE（キントーン）

116 有限会社TAU設計工房 東京都 まなびの森保育園武蔵境

117 丹平製薬株式会社 大阪府 mama hanamizu totte 電動鼻すい器

118
株式会社チャイルド社 ／ 株式会社時設計 ／ 株式会社パニオ

ン工芸
東京都 キノボリウオール

119 株式会社中央住宅 埼玉県 「学び」と「会話」をはぐくむ、固有種ガーデンPROJECT

120 株式会社中央住宅 不動産開発部 埼玉県 HITO-TO-KI ひととき BRAND

121 デサントジャパン株式会社 東京都 UMBROはじめてサッカーシューズ

122 株式会社手塚建築研究所 東京都 PLAY! PARK

123 株式会社手塚建築研究所 ／ 学校法人呑龍愛育会 栃木県 馬門鏡もち保育園

124 東京書籍株式会社 東京都 EduTown SDGs

125 東京都千代田区立富士見小学校PTA 東京都 ようこそ！私のまちのゲストティーチャー 地域力でつなぐゲストティーチャー・リレー

126 東邦ガス株式会社 ／ 学校法人金城学院 金城学院大学 愛知県 どこでも楽しく安全に火の扱いが学べる「火学VR」教材の学習効果に関する研究

127 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

128 株式会社トータルメディア開発研究所 東京都 マイ車両工場

129
株式会社時設計 ／ 社会福祉法人諏訪福祉会 ／ 株式会社オ

カムラ ／ 株式会社アネビー
鹿児島県 川内すわこども園SECOND

130 株式会社twha 東京都 あさくさあおぞらナーサリースクール

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

132 株式会社ニィニ 埼玉県 双子織キッズトラックジャケット

133 株式会社にじいろキャンバス 千葉県 incipit保育園～主体的な意欲や姿勢を育む環境デザイン～

134 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」

135 日機装株式会社 東京都 Aeropure series M

136 日鉄興和不動産株式会社 東京都 リビオ成増ブライトエア＆フォレストエア

137
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

138 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

139 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

140
株式会社日本ハウスホールディングス ／ 金子尚志 滋賀県立大

学/ESTEC and partners
東京都 檜無垢材複合フローリング・抗ウイルス仕様

141 neomamaism 大阪府 3Dエアーメッシュ 折りたたみ式 ベッドインベッド

142 株式会社ネクスト・アイ 大阪府 キッズ刻印ワークショップキット

143
株式会社野口直樹建築設計事務所 ／ 社会福祉法人未来福

祉会
福岡県 恵あおぞらこども園

144 株式会社ハグ・オザワ 福井県 EYEs CLOUD MIRAI

145 HAG環境デザイン 長崎県 女の都幼稚園保育園

146 パナソニック株式会社 大阪府 IHクッキングヒーター Yシリーズ

147 パナソニック株式会社 大阪府 ジェットウォッシャードルツ EW-DJ41
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148 パナソニック株式会社 東京都 AkeruE －Panasonic Creative Museum－

149
株式会社バハティ一級建築士事務所 ／ ヒューマンスターチャイル

ド株式会社
東京都 子ども用手洗いカウンター 泉

150 株式会社パロマ 愛知県 ガスふろ給湯器「ブライツシリーズ」

151 ピープル株式会社 東京都 指先から全身まで 知育アスレチック

152 学校法人東谷学園 ／ 株式会社シェルター 山形県 天童しぜん幼稚園

153 ぴかりラボ 東京都 逆さにしても落ちない封筒 catch・fu

154 株式会社ピコトン 東京都 工作ブック

155 ピジョン株式会社 東京都 Wuggy（ウギー）

156 ピジョン株式会社 東京都 nautR NB0 （ノートアールNB0）

157 ピジョン株式会社 東京都 母乳保存・低温殺菌専用ディスポーザブルボトル

158 ピジョン株式会社 東京都 マグマグコロン

159 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 東京都 LEDシーリング「まなびのあかり」搭載シリーズ

160

ピッコロバンビーニ こども歯科・矯正歯科 ／ 株式会社手塚建築

研究所 ／ 株式会社フジサワ・コーポレーション ／ 株式会社前川

建設

東京都 ピッコロバンビーニ こども歯科・矯正歯科

161 株式会社日比野設計＋幼児の城 鹿児島県 認定こども園二葉保育園

162
株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 株式会社KIDS

DESIGN LABO ／ 株式会社小田急電鉄 ／ UDS株式会社
神奈川県 キッズロマンスカーパーク

163
株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 株式会社KIDS

DESIGN LABO ／ 社会福祉法人珠光会
大分県 FS Kindergarten and Nursery

164
株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 株式会社KIDS

DESIGN LABO ／ 社会福祉法人若葉会
茨城県 OM Nursery

165
株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 株式会社KIDS

DESIGN LABO ／ 社会福祉法人わかば福祉会
富山県 下堀こども園

166 株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 学校法人斎藤学園 群馬県 幼保連携型認定こども園桃瀬幼稚園

167
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

168

株式会社日比野設計＋幼児の城 ／ 保育園KIDS SMILE

LABO ／ 2343 FOODLABO ／ 株式会社KIDS DESIGN

LABO

神奈川県 保育園KIDS SMILE LABO

169 株式会社ファピ 福岡県 ぴたカフェ

170 ファミティホーム株式会社 大阪府 ウチソトの家

171 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

172 福岡大学筑紫病院 小児IBD研究会 福岡県 炎症性腸疾患（IBD）と診断された子どもの生活に関する研究

173 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

174 株式会社プラザセレクト 徳島県 子どもが成長できるプレ1人部屋のある家

175 プラス株式会社 東京都 仕切り箱付き 紙製 おどうぐばこ

176 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

177 株式会社フレーベル館 ／ 株式会社遠藤照明 東京都 室内遊び場における光環境の取り組み ～照明の調光調色を活用した自然への気づき～

178
株式会社フレーベル館 ／ 特定非営利活動法人東京学芸大こど

も未来研究所
東京都 TRE I ETT（ティエ）

179
株式会社ポピンズ ／ 有限会社ケミカルデザイン一級建築士事務

所 ／ 廣瀬隆志建築設計事務所
東京都 ポピンズナーサリースクール代々木上原

180 ポラスガーデンヒルズ株式会社 ／ 株式会社山田特殊技研DICE 千葉県 FREE-IMA ～フリースタイルな居間～

181 ポラスマイホームプラザ株式会社 埼玉県 ツリーハウスのような「秘密基地」のある住まい

182 ポラスマイホームプラザ株式会社 ／ ポラス株式会社 埼玉県 子どもの成長につながるシェアロッカーファミリーステーション

183 株式会社マイキー 千葉県 子ども創造室

184

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」

185 マツダ株式会社 広島県 子供も安心安全な乗降システム

186 マツ六株式会社 大阪府 孫のお絵かきで大切な人を転倒から守る［お絵かき手すりプロジェクト］

187 丸金印刷株式会社 千葉県 子ども誤飲防止スリーブ

188 株式会社三城 東京都 PARIS MIKI Junior

189 三起商行株式会社 大阪府 ミキハウス セカンドシューズ

190 三起商行株式会社 大阪府 ミキハウス だっこふとん

191 ミサワホーム株式会社 東京都 SMART Brands WS

192 株式会社水上 オモイオ事業部 大阪府 多目的シートYU2（収納式横型）
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193 みずの歯科医院 ／ HACTAC株式会社 埼玉県 「はのいえ」と「はのはこ」

194 三菱地所レジデンス株式会社 ／ 阿部興業株式会社 東京都 キッチンの危険から子どもを守る“意匠性”と“安全性”を両立した「キッチンゲート」

195 三菱電機株式会社 東京都 子育て世帯のお米を食べる楽しみを支援する炊飯器アプリ（NJ-AWBX10向け）

196 三菱電機株式会社 東京都 子どもたちに安心・快適な空質環境を提供する「学校用ロスナイ」

197 株式会社ムーブル 兵庫県 vivi AM+F

198 株式会社ムーンスター 福岡県 洗濯機で洗える子ども靴 「チャチャッとRUNドリー！」

199 株式会社村井 東京都 キッズインソール

200 メテオAPAC株式会社 神奈川県 スマートキッズベルト

201 株式会社モービー・ディック 東京都 家の中の家カカポ TypeE

202 株式会社森住建 岐阜県 Mamorie

203 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」

204 森の輪プロジェクト 北海道 森の輪

205 ヤオキン商事株式会社 ／ 足立区 東京都 生き抜く力を育む「こどもおしごとらんど」

206
安田町 ／ 清水建設株式会社 ／ 株式会社若竹まちづくり研究

所
高知県 安田町役場

207 ヤマハ株式会社 静岡県 楽器工作 つくろう、ならそう！

208 株式会社UID ／ 社会福祉法人つくし会 広島県 こどもえんつくしforestaカランころ

209 ユカイ工学株式会社 東京都 ココロキット

210 ユニファ株式会社 東京都 ルクミー

211 Yun Yun Ai Baby Monitor Co., Ltd 東京都 Cubo Ai スマートベビーモニター

212 有限会社吉田建築計画事務所 ／ 社会福祉法人木風会 茨城県 野草舎森の家（保育園）～いばらきの地場産木材で造る木造園舎～

213 学校法人芳村学園 ／ 株式会社no.555一級建築士事務所 東京都 SAKURA KID'S GARDEN

214 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

215 ラッキー工業株式会社 岐阜県 MODU

216 株式会社LIXIL 東京都 高所窓用電動ユニット

217 株式会社LIXIL 東京都 タッチレス水栓 ナビッシュ

218 株式会社LIXIL 東京都 どこでも手洗

219 株式会社LIXIL 東京都 Multi Work Studio

220 株式会社LIXIL 東京都 幼児用手すり

221 株式会社LIXIL 東京都 幼児用マルチシンク

222 株式会社LIXIL ／ 株式会社LIXIL住宅研究所 東京都 網戸ストッパー

223 株式会社LIXIL住宅研究所 東京都 すごい家。

224 株式会社LIXIL住宅研究所 東京都 DAYS⁺

225 一般財団法人RINDA foundation JAPAN 東京都 世界をぐるり！こども絵本リレープログラム

226 ロイヤルハウス株式会社 愛知県 沖縄の子供たちへ継承する 天端の家

227 ロイヤルハウス株式会社 愛知県 子供や家族、車との新しい関係 現代の曲がり屋

228 ロイヤルハウス株式会社 愛知県 Famiglia Domani

229 YKK AP株式会社 東京都 おうち時間を充実させる「ウチソト空間」パッケージ

230 YKK AP株式会社 東京都 スマートコントロールキー ～顔認証キー仕様追加～

231 YKK AP株式会社 東京都 高窓・収納網戸用操作ひも「ループレス」

232 YKK AP株式会社 東京都 リフォーム玄関引戸「ドアリモ玄関引戸 袖付2枚連動引込み戸」

233 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

234
んまつーポス ／ 特定非営利活動法人MIYAZAKI C-DANCE

CENTER ／ 宮崎大学産学・地域連携センター
宮崎県 ゲームごっこ


