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1 スペースウォーカー　「クリムボン」 株式会社ダイナマークス ケガを回避できるからだづくりに可動式クライミングボード

2 コルク積木 ◎
株式会社自由学園サービス
自由学園生活工芸研究所

軽くてあたっても痛くない超ロングセラーの積木

3 お米のねんど ◎ 銀鳥産業株式会社 小麦アレルギーでも安心して楽しめるカラフルな粘土

4 BEADYGEM POKEPOKE HAT ○ 株式会社栗原 安全性と衛生面に配慮されたポシェットになる帽子

5
ピープルの純国産「お米のおもちゃ」シリーズ白
米色

◎ ピープル株式会社 口に入れても安全な国産米を原料にした乳児用玩具

6
ベビーシューズ（ミキハウス×ミズノコラボレー
ションモデル）

三起商行株式会社 スポーツテクノロジーで足の成長を支えるベビーシューズ

7 D-bike mini ◎ アイデス株式会社 行動分析から生まれた１歳から安全に遊べる乗用玩具

8 学園積木 ◎
株式会社自由学園サービス
自由学園生活工芸研究所

誕生から60年以上ずっと愛され続けてきた積み木

9 NEO FX EASY GUARD AIRLY ＪＲ ◎ 有限会社ベイリーフ
通気性と衝撃吸収力に優れた装着簡単なヒップ・プロテク
ター

10 ジュニアスイミングゴーグル　＜アイポン＞ ◎ 株式会社デサント 簡単にサイズ調整してあげられる子供用の水泳ゴーグル

11 ジュニアスイミングゴーグル　＜トレンティ＞ ◎ 株式会社デサント
小学生のハードな扱いを考慮した強くてやさしい水泳ゴーグ
ル

12 ジュニアウォッシャブルハーフコート 株式会社デサント 丸洗い可能＆安全仕様で子育てにもうれしい児童用コート

13 キンダーマーカー　たふっこ　8色 ○

14 キンダーマーカー　たふっこ　10色 ○

15 キンダーマーカー　たふっこ　12色 ○

16 折りたたみ椅子081608ZZ ◎ 株式会社岡村製作所 指はさみ事故を予防するシリンダー構造の折りたたみ椅子

17
針なしステープラー＜ハリナックス＞（ハンディ
10枚）

○ コクヨ株式会社 金属針を使わず紙自体でとじる安全な環境配慮ステープラー

18 水性クレヨン１２色 ◎ 株式会社トンボ鉛筆 水でさっとひとふきで落ちる押し出して使うクレヨン

19 帆布ランドセル『ランザック』 有限会社　彩工房 軽く、柔らかく、背負いやすい安全設計のランドセル

20 イッポ　固形のり 株式会社トンボ鉛筆 小学生の学習シーンを追求した工作用スティックのり

21 フィットカットカーブ ジュニア ◎
プラス株式会社

ステーショナリーカンパニー
切断に最適な角度で子供の軽い力で切れるハサミ

22 LEDデスクライト「プレール（PRELE）」 ○ 株式会社 岡村製作所 子供の目の健康と安全性に配慮した学習机用ライト

23 YKK布絵本 YKK 株式会社 お着替えするときに必要な動作を楽しく学べる洗える絵本

セーフティグッズフェアwithサイエンスアゴラ2015　展示、販売商品リスト

フレーベル館 誤飲対策を施した安心キャップの水性マーカー

＊会場での販売：○有
＊Amazon：◎ Amazonキッズデザイン賞ストア取扱有　○ Amazon取扱有 平成２７年１１月１３日現在
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24 上履きCPシリーズ ◎
アシックスジャパン株式会社

株式会社アシックス
成長に合わせたフィット感と通気性に優れた上履き

25 プチット ○ ◎ カール事務器株式会社 1～2枚の配布物にすぐ使える筆箱に入る携帯2穴パンチ

26 3歳からの『たべたのだあれ？』視力検査キット
桃山学院大学　法学部法律学科 健康教育学分
野 高橋ひとみ研究室／株式会社　フレーベル

館
動物と食べ物をモチーフにした実用的な視力検査キット

27 つながるカードABC ○ ◎ 株式会社PLACE
色と形で英語を楽しく学べる、安全にも配慮したカードおも
ちゃ

28 おやさいクレヨン vegetabo ○ ○ mizuiro株式会社 国産の米と野菜でできた安全で食育にもつながるクレヨン

29 HONEYSTICKS ○ ◎ greenmind japan 持ちやすく折れにくい安心安全な天然蜜ろうクレヨン

30 安全コンパス　ハリノック ◎ クツワ株式会社 使わない時は針を収納できる安全なノック式のコンパス

31 子供用眼鏡フレーム「めがね委員長!!」 青山眼鏡株式会社 金属アレルギーでも安心軽くて丈夫なチタン眼鏡フレーム

32 学習はさみ＜エアロフィットサクサ・キッズ＞ ◎ コクヨ株式会社 小さな力でも軽く切れる工作が楽しくなる子供用はさみ

33 シラスカラー
株式会社高千穂

自然素材主義株式会社
子供にも安心して使わせられる自然素材の水彩絵具

34 延長コード ザ・タップX シリーズ ○ パナソニック株式会社 子供のいたずらを考慮した感電対策の延長コード

35 セーフティキャップ付投薬瓶 株式会社金鵄製作所 子供が簡単に開けられない誤飲･誤用防止キャップの薬びん

36 マグネットタップ ○ パナソニック株式会社 コードの引っ掛け転倒や感電事故を防ぐコンセントタップ

37 扉付コンセント ○ パナソニック株式会社 子供のいたずらによる感電事故を防ぐ扉付きコンセント

38 ママ鼻水トッテ ○ ◎ 丹平製薬株式会社 どんな姿勢でも奥の鼻水までとれるお口で吸う鼻吸器

39 ドクターベッタ哺乳びん ジュエル ◎ 株式会社ズームティー 母乳授乳と同じ姿勢を保てる吸いつきやすい哺乳びん

40
RBC-011DX（ヘッドレスト付コンフォートうし
ろ子供のせ）

◎ オージーケー技研株式会社 超衝撃吸収パッドを採用高さ調節付きチャイルドシート

41
蒸気レスIHジャー炊飯器　NJ-XW103J／
XS103J

三菱電機株式会社
蒸気を出さない炊飯ジャーフタもチャイルドロック付きで安
心

42 コードレスブラインドシリーズ「コードフリー」 大湖産業株式会社 コードに絡まる事故を起こさないシンプル操作のブラインド

43 キャリーミー！プラス ◎ 株式会社ズームティー 軽量でコンパクトになる長さ調整機能付きの抱っこひも

44 ぎゅっとグリップ　乳歯ブラシ（安全ガード付） 株式会社　赤ちゃん本舗 喉突き事故を防ぎ幼児が握りやすい歯ブラシ

45 電動鼻水吸引器　ベビースマイル　S-302 ◎ シースター株式会社 抱っこしながら簡単に使える二次感染予防になる鼻水吸引器

46 Baby K’tanベビーキャリア ◎
株式会社ファンシ　／ Ｂａｂｙ　Ｋ’ｔａｎ

ＬＬＣ
顔を外側に向けても抱ける親と子の体にやさしい抱っこひも

47 エクストラＵＶベビーローション　ナインフリー 株式会社　赤ちゃん本舗 気になる成分を含まない赤ちゃんにも安心なUVローション
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48 くるっと 大湖産業株式会社 巻きつき事故を防ぐ簡単操作のすだれ用コード留め

49 天使の肌着　「ピュアベール」シリーズ ○
三起商行株式会社
（ミキハウス）

抗菌・抗ウイルス機能素材でやさしい風合いの肌着

50 カンガルーの保冷・保温やわらかシート ○ ◎ 丹平製薬株式会社 ベビーカー・チャイルドシート用の熱中症・冷え対策グッズ

51 加温式哺乳びん「yoomi feeding system」 ◎ yoomi JAPAN 株式会社 電源不要。栄養成分を壊さず60秒で適温になる哺乳びん

52 Attipas ○ 株式会社　住吉屋 生体力学に基づいて設計された靴下一体型のベビーシューズ

53 パシーマ®ベビーシリーズ ○ 龍宮株式会社 赤ちゃんの汗をすばやく吸い、肌にやさしい素材の安心寝具

54 《キッズシリーズ》ルームシューズ・ブーツ
TUMAR Japan

（i Connect Partners co,.ltd.
　ｱｲｺﾈｸﾄ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社）

天然羊毛100％で手づくりの快適で安全な室内用シューズ

55
BABY用紙おむつ『ムーニーエアフィット』シ
リーズ

◎ ユニ・チャーム株式会社
やさしくフィットしてモレ安心お肌にやさしい素材の紙おむ
つ

56 マシュマロガーゼシリーズ ◎ 内野株式会社 吸水・通気・保湿に優れた肌にやさしいベビー用品＆ウエア

57 スモールレターズのベビーキャリア ○ リーマン株式会社 新生児からずっと安全に長く使える日本製の抱っこ紐

58 ガラスミルクボトル（160ｍｌ） ○
三起商行株式会社
（ミキハウス）

赤ちゃんの吸う力に応じ出てくる、誤飲・むせ込み防止の哺
乳びん

59 赤ちゃんのむぎ茶 ○ 株式会社赤ちゃん本舗 石川産の六条大麦と山梨の水でつくった安心の麦茶

60 水99％Superシリーズ ○ 株式会社赤ちゃん本舗 極限まで不純物を取り除いた安心のおしりふきシリーズ

61
Combi おむつ替えペーパーシート　PS-11（40
袋入）

○ コンビウィズ株式会社 外出時のおむつ替えを感染症の心配なくできるシート

62 誤飲チェッカー ○ 一般社団法人日本家族計画協会 危険性を視覚的に判断できる実用的な計測＆啓発ツール

63 200ｇでみがける　まがる歯ブラシ　ベビー用 ○

64
200ｇでみがける　まがる歯ブラシ　キッズ＆仕
上げ用

○

65 キャリフリー　チェアベルト ○ ◎ 日本エイテックス株式会社 いつでもどこでも使えるイスに装着する安全補助ベルト

66 mafumauf マルチブランケット 株式会社ROSSI
ベビーカーやチャイルドシートの型を選ばず使えるブラン
ケット

67 FINO LUKINA ◎
アシックスジャパン株式会社／

株式会社アシックス
快適な履き心地で歩きやすい子供用フォーマルシューズ

68 ステンレスボトル〈サハラ〉　ＭＢＲ－Ａ０６Ｇ ◎ タイガー魔法瓶株式会社 用途・成長に合わせて使える2wayタイプのキッズボトル

69 Yepp Mini ○ 株式会社ROSSI／GMG bv
安全性とスタイリッシュさを両立着脱もしやすいベビーシー
ト

70 避難用3人抱きキャリー ◎ 日本エイテックス株式会社 ３人の乳幼児を背中と両腕で支え安全に動ける緊急避難具

71 タカタ312アイフィックスジュニア ◎ タカタ株式会社 座席固定＆サイズ調整で安定・安心・快適なジュニアシート

株式会社DHL／有限会社アイ・シー・アイデ
ザイン研究所

力が加わるとネックが曲がる喉突き事故を防ぐ安全な歯ブラ
シ
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72 ママ安心♪しろくまさん帽子 ○ 株式会社グースカンパニー 紫外線対策と安全なあごひもを追求したお散歩用ハット

73
国産の子供靴　（ムーンスター　CR　B６３、
CR　C２１０７）

株式会社ムーンスター 正しい足の成長のために熟練の手仕事でつくったシューズ

74 お昼寝用マット ◎
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
メンテナンス性・収納性も高いお昼寝に特化した高弾性マッ
ト

75 小児用心電図電極シリーズ 日本光電工業株式会社 子供の不安を抑えながら付け間違いを防ぐ検査用電極

76
転倒流水防止構造つき蒸気レス電気ケトルPCJ-A
型

タイガー魔法瓶株式会社 倒れてもこぼれにくい蒸気を出さない手軽な電気ケトル

77 №447　フィンガード ○ ◎ ベスト青梅 取り付けカンタンな引き戸用の指はさみ防止ガード

78 LEDクリップライト ◎ パナソニック株式会社
さまざまなシーンで便利に使える夜間に認識されやすいライ
ト

79 ルナウェア丸ドロップ コドモエナジー株式会社 誘導サインなどを美しく自由にデザインできる畜光石

80 防災用キャップ IZANO CAP（イザノキャップ） ○ DICプラスチック株式会社 コンパクトにしまえる帽子のような防災用ヘルメット

81 おくすり飲めたね ◎ 株式会社　龍角散 薬が楽に、きちんと、安全に服用できるオブラートゼリー

82 こどもだって保湿ペーパー 8組（16枚） 6個入 ○ ◎ 河野製紙株式会社 肌にやさしい保湿成分配合ミニサイズの子供用ティシュ

83
蒸気レスVE電気まほうびん　蒸気レスとく子さん
シリーズPIM-A型、PIJ-A型

◎ タイガー魔法瓶株式会社 やけど事故防止をさらに追求した蒸気の出ない電気ポット

84 ChecKEY（チェッキー） ○ 美和ロック株式会社 色が変わって簡単に確認できるカギの閉め忘れ防止グッズ

85 三菱パーソナル保湿機 ○
三菱電機株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社
子供のいる寝室にも安心な低温スチームの静かな保湿機

86 ポケット吸入器　EW-KA30 ◎ パナソニック株式会社 外出時でも、のどの奥まで超微細ミストでしっかり潤せる

87
コンパクトセラミックファンヒーター 　DS-
FTX1200

○ パナソニック株式会社 空気の汚れを抑制する子供にやさしいファンヒーター

88 除菌水「まましゅっしゅ」ラミネートボックス ○ ◎ らしゅえっと　La Chouette

89 除菌水「まましゅっしゅ」携帯スプレー ○ ◎ らしゅえっと　La Chouette

90 除菌水「まましゅっしゅ」詰め替え用 ◎ らしゅえっと　La Chouette

91 除菌水「まましゅっしゅ」専用シャワースプレー ◎ らしゅえっと　La Chouette

92 室内物干しユニット　ホシ姫サマ ○ パナソニック株式会社 子供が走り回っても安心部屋干しを快適にする物干し

93 ホコリが出ない人工羽毛布団 ◎ イシケン株式会社 家庭で洗濯できるハウスダスト対策になる布団

94 クロスYベルト Lee製作室 障がい児の外出時のあらゆる「座る」を手軽にサポート

95
たおれてもこぼれない「Kissシリーズ」　ペット
ボトル用

○ ◎ 有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所 振っても倒れてもこぼれず寝たままでも飲めるキャップ

うがい・手洗いが未熟な幼児にも安心して使える除菌グッズ
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96
たおれてもこぼれない「Kissシリーズ」　コップ
用

○ ◎ 有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所 振っても倒れてもこぼれず寝たままでも飲めるキャップ

97 LEDネックライトシリーズ ◎ パナソニック株式会社 視認性の高い点滅機能付き足元を照らすハンズフリーライト

98 なにげないけどすごいスプーン ○ ○ 株式会社マーナ 離乳食も残さずすくえる口あたりのやさしいスプーン

99 電池がどれでもライト ◎ パナソニック株式会社
手持ちの電池1本ですぐに使えるカンタン操作のLED懐中電
灯

100
空気清浄機付きスティッククリーナー
『iNSTICK』

○
三菱電機株式会社／

三菱電機ホーム機器株式会社
リビングに置いてすぐに使える空気もきれいにする掃除機

101 永谷園A-Labelシリーズ ○ 株式会社 永谷園 食物アレルギーに配慮したふりかけ＆レトルトカレー


