
【日 時】 2013年11月26日（火）10：20〜12：00 
【会 場】 代官山 T-SITE「GARDEN GALLERY」

報道関係者各位

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2013年11月26日（火）、「ペアレンティングアワード実行委員会」（株式会社アクセスインターナショナル 東京都渋谷
区、事務局代表：清水朋宏）は、育児雑誌6誌が出版社の垣根を越えて集い、2013年で育児業界に影響を与えたタレン
トや文化人、ヒット商品や出来事などの子育てトレンドを表彰する「第6回 ペアレンティングアワード」授賞式イベントを代
官山 T-SITE「GARDEN GALLERY」にて開催いたしました。

当日の授賞式では、モノ部門２０社、コト部門２社、ヒト部門では、 Boseさん・ファンタジスタさくらださんファミリー、塚本
高史さん、藤本美貴さん、蛯原英里さん、前田健太さん、計５組。総勢２７のアワードが受賞されました。

2013年11月吉日
ペアレンティングアワード実⾏委員会

『第６回ペアレンティングアワード』 主催：ペアレンティングアワード事務局
＜日時＞ 2013年11月26日（火）10：20〜12：00
＜場所＞ 代官山 T-SITE「GARDEN GALLERY」（東京都渋谷区猿楽町17-5）
＜受賞者＞ Boseさん・ファンタジスタさくらださんファミリー、塚本高史さん、藤本美貴さん、

蛯原英⾥さん、前⽥健太さん、ほか、各受賞企業代表者

「ペアレンティングアワード」PR事務局／（サニーサイドアップ.内）
担当：⻫⽊(080-3708-7837)、増子

TEL：03-6894-3200 FAX：03-5413-3050 E-mail：saiki＠ssu.co.jp

＜本件に関するお問い合わせ先＞

人気育児雑誌6誌が選ぶ「子育てアワード」

～ 「ヒト部門」5組・「モノ部門」20商品
「コト部門」2組、総勢27のアワードが決定！！～

第第第第6666回「ペアレンティングアワード」授賞式回「ペアレンティングアワード」授賞式回「ペアレンティングアワード」授賞式回「ペアレンティングアワード」授賞式
BoseBoseBoseBoseさんさんさんさん・ファンタジスタさくらだ・ファンタジスタさくらだ・ファンタジスタさくらだ・ファンタジスタさくらださんさんさんさんファミリーファミリーファミリーファミリー、塚本高史さん塚本高史さん塚本高史さん塚本高史さん、藤本美貴さん藤本美貴さん藤本美貴さん藤本美貴さん、

蛯原英里さん蛯原英里さん蛯原英里さん蛯原英里さん（チャイルド・ボディ・セラピスト）、前田健太さん前田健太さん前田健太さん前田健太さん（プロ野球選手）、

企業部門含め、２７のアワードが受賞！！

＜ご取材案内＞

「ペアレンティングアワード」は、育児雑誌メディア
が中心となり、毎年、子育てにまつわるトレンド（ヒ
ト・モノ・コト）を表彰し、信頼性が高くタイムリーな
情報を提供します。日本のパパやママたちがより
子育てを楽しみ、自信を持って子供たちと関われる
ような、子育て社会になることを目指しています。

敬具

『日本の子育てを元気に
したい！』を合⾔葉に、
出版社の垣根を越えて子
育て雑誌が協⼒！



第6回「ペアレンティングアワード」受賞

<<<<ヒト部門>>>>

育児雑誌6誌が今一番ステキな「ヒト・モノ・コト」を選出し、さらに編集部投票とパパ・ママ読者投票により決定！！栄え
ある第6回「ペアレンティングアワード」に選ばれたトレンドを発表いたします。

ママ部門
藤本美貴さん

パパ部門
塚本高史さん

文化人部門
蛯原英里さん

アスリート部門
前田健太さん

カップル部門
Boseさん
ファンタジスタ
さくらださん夫妻

優しくてかっこいいイクメンの象徴！

2児の父は旦那様としても憧れの存在

今年6歳になる女の子と4歳の男の子のパパで
ある塚本さん。２人の子供の出産にも立ち会っ
たという妻思いの一面も。近頃は俳優としても父
親役を演じることも増えてきたという。賑やかな
家庭を思わせる報道等でのコメントからは、良き
パパぶりを伺うことができる。

笑顔で可愛くおしゃれに育児をしながら

子供との時間を楽しむママの代表！

2012年に第１子となる長男が誕生して以来、ブログで
は若いママからの圧倒的な支持を獲得。同年に発売
した自身の妊娠・出産・育児に関わるプライベートな
情報を本音で語った「藤本美貴 First mama Book」も
人気を博し、2013年はいくつものママ雑誌の表紙を飾
った。

ベビーマッサージや産後トレーニングを通じて

ママの子育てをバックアップ

NICU（新生児集中治療室）での看護師経験をもとに
、チャイルド・ボディ・セラピストとして、ベビーマッサ
ージの普及に貢献。日本全国を飛び回り、『直接触
れる』ことの効果とその大切さを教示した。今年出
版した３冊の書籍はいずれも大ヒット。まさに2013年
の育児業界を代表する人物だ。

今年9月に第１子が誕生

「選手」「父親」の両側面で今年大活躍！

今年広島東洋カープをクライマックスシリーズ
へ導く活躍を見せ、いまや野球界に欠かせな
い存在の前田健太選手。9月に第１子の愛娘
が誕生した際は、感動の瞬間を夫婦で迎えた
。トレーニングの合間に育児にも積極的に参
加するなど、仕事も育児も頑張るイクメンの代
表です！

ファンキーな子育てで元気いっぱい！

夫婦仲の良さが垣間見えるブログも人気に

今年6月に女児を出産したファンタジスタさくらだ
さん。産後初めてnina’sにメディア登場した際に
は「主人は本当にデキた人。おっぱいさえあれ
ば完璧です！」とご主人のBoseさんをベタ褒め。
子育てだけでなく、夫婦ともに愛情も育てながら
ファンキーな暮らしぶりが注目された。

この度は素晴らしい賞をいただきとても
嬉しく思っております。息子が男の子ら
しくヤンチャに走り回る姿をみて、成長
の早さを実感しています。これからは魔
のイヤイヤ期を迎える２歳になりますが
周りの方々からアドバイスをいただきな
がら、この賞を励みに私らしく、楽しく子
育てを頑張っていきたいと思います！

この度は、大変素晴らしい賞をいただき
、驚きとともにとても嬉しく思っています
。早いもので2人の子供たちも上が６歳
、下が４歳になりました。育児をしてきた
というより、子供たちと一緒に父親とし
て成長してきたんだなという思いの方が
強い気がします。これからも、子供たち
と一緒に成長していきたいと思います。
よろしくお願いします！

赤ちゃんとママのお手伝いをしたいと想い
、続けてきた事に賞をいただけたことを本
当に嬉しく思っています。ベビーマッサー
ジを通して、家族がもっとhappyになって
その幸せが世の中にどんどん広がってい
ったらいいですね。今年はたくさんの素敵
な笑顔に出会えました。これからも、もっ
ともっと、たくさんの赤ちゃんとママに会い
たいです。

この度は、このような素晴らしい賞をい
ただき大変光栄に思っております。子供
の姿を思い浮かべると、試合中のどん
なにつらい局面でも乗り越えられ、精神
的な支えになってくれました。生まれた
ばかりの小さな命から大きな力をもらっ
ているような気がします。この賞を励み
に来シーズンも子供に誇れるような全
力プレーを誓います。

この度はペアレンティングアワードカッ
プル部門の受賞をいただいたということ
で……ありがとうございますとても嬉し
いです！“ カップル部門”ということは、
お似合いの２人という事ですね。顔が似
てるからでしょうか！とにかくとっても嬉
しいです★



<<<<コト・モノ部門>>>>

横浜市
待機児童ゼロ

厚生労働省もロールモデルにする

待機児童解消の取り組みが話題に！

2010年４月の時点で待機児童の数が1552人だった横浜市。約3年をかけ「待機 児
童ゼロ」を達成し、大きな注目を集めた。保育所の整備や保育コンシェルジュの配
置など、ハードとソフトの両面からの取り組みが奏功した。

横浜市 こども青少年局保育対策課

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/kinkyu/jidou.html

1 more Baby
応援団

民間企業が少子化対策へ！

社会貢献がメディアからも注目

「少子化問題を解決したい」という想いのもと、タマホームが社会貢献として実施する
“こどもをもうひとり持ちたい人”を応援するプロジェクト。少子化問題の解決に向け
た、民間企業の活動にメディアから注目が集まった。

タマホーム ☎03-6408-1200 http://1morebaby.jp/

タッチdeスタディー

おしゃべりマット

0ヶ月から使用可能な

知育要素満載のフロアマット

柔らかいウレタン素材でフロアマットにクイズ機能がついた、知育アイテムでもある
スグレモノ。付属のペンで動物や背景をタッチするとペンからその名前と一緒に鳴
き声や効果音が流れて4ヶ国語で学習ができる。

価格：￥12,600 ／カトージ

☎0568-67-5701 www.katoji.co.jp

[カトージ］

fast

素敵なママたちから火がついた

セレブ御用達のベビーチェア

コンパクトに収納でき、持ち運びが簡単。家庭の食卓はもちろんレストランや旅行
中でも、子供との楽しい食事の時間が過ごせるベビーチェア。美容室などにも使用
されており、累計売上5 万台を突破するほどの人気。

価格：￥8,400／CASARICH ☎ 03-5828-7674 www.casarich.co.jp

[Inglesina］

ホワイトレーベル
メチャカル ハンディα
エッグショック

コンビ人気No.1ベビーカーが

さらに軽量＆ハイシートに！

[コンビ］

エールベベ・

クルット
ママに選ばれている

ロングセラーシリーズが

爆発的ヒット

簡単に取り付けられる上、360 度回転するシートは利便性バツグン。大きな日よけ
も付いているので、紫外線や日差しから赤ちゃんを守ってくれる。安全性はもちろ
ん、思わず寝てしまう寝心地の良さも人気の1つ。

価格：オープン価格／カーメイト ☎ 03-5926-1221 www.ailebebe.jp

[エールベベ］

大人気モデルメチャカルαが従来より更に軽量な4.4kg を実現し話題に。ママと赤
ちゃんの距離が近くなる「安心ハイシート」に加え、赤ちゃんに優しい「振動レスシス
テム」も搭載した、軽いのに機能が充実した一台。

価格：￥42,000／コンビ コンシューマープラザ ☎ 048-797-1000 www.combi.co.jp

ベビーキャリア One

前向きキャリアの大定番が

進化しておんぶも可能に！

[ベビービョルン］

バウンサー
バランスソフト
赤ちゃんが快適にお座りできる

人間工学に基づいた

デザインでヒット

[ベビービョルン］

前向き抱っこから後ろに回しておんぶスタイルに変化させることで、安全におんぶ
ができる画期的な構造が注目を集めた。新生児から36 ヶ月まで使用が可能。3Dメ
ッシュで通気性に優れ、猛暑となった今夏ヒットした。

価格：￥17,640 ／ベビービョルン ☎ 03-3518-9980 www.babybjorn.jp

世界中のママから支持される「ベビービョルン ベビーシッター バランス」の進化した
新型モデル。股ベルトの構造が変わり、赤ちゃんのホールド感がアップ。スウェー
デンの優れたデザインも高い評価を得た。

価格：￥17,640 ～／ベビービョルン ☎ 03-3518-9980 www.babybjorn.jp

第6回「ペアレンティングアワード」受賞



<<<<モノ部門>>>>

Gymini®（ジミニー）

シリーズ

プレイジムマットのパイオニアから

成長に合わせて使える新提案

赤ちゃんの身体・感覚・感情の発達に必要な五感を刺激する音や触感の仕掛けが
たくさんのプレイマット。新商品には赤ちゃんの姿勢に合わせてアーチのクロス部
分が自在にスライドできる”ムーブ＆プレイ”の機能も追加。

価格：￥9,800 ～／日本育児 ☎ 06-6251-7420 www.nihonikuji.co.jp

[Tiny Love™］

パパ・ママだけでなく業界も注目シートベルトを使わず、クルマのISO バーにコネク
ターを差し込み固定するISOFIX。「takata04-i fix」は、セパレート構造でママでも簡
単、確実に15 秒で取付可能。「takata312-i fix junior」は、クルマにしっかり固定で
きる国内初のISOFIXジュニアシート。

0120-70-5441／タカタお客様相談室 www.takata.com/childseat

蒸すからきざむ・つぶすへ

自動で移行

ベビーブレッツァ フードメーカー

ボタンひと押しで

「蒸す・きざむ・つぶす」の

時短・簡単が人気の秘訣！

「蒸す・きざむ・つぶす」がボタンひとつで出来る全自動のフード調理器。キッチンを
離れても調理でき、料理に不慣れなパパでも離乳食を作れると好評。コンパクトな
ので場所も取らず、手軽さと柔軟性がママから人気。

価格：￥14,490 ／ティーレックス ☎ 06-6271-7501 www.trexbaby.com

[ティーレックス］

Kit Oisix

（きっと おいしっくす）

忙しいママから大好評の

安心食材で時短の献立キット

工夫が詰まった献立キットは20 分と短い時間で、手の込んだ主菜と副菜の2 品を
作れるとワーキングママから評判。Oisixの安心安全な食材で、野菜もしっかり摂れ
るメニューは育ち盛りの子供にも優しい。

価格：2人前：￥1,029、3人前：￥1,449／オイシックス

※定期宅配サービス「Kit Oisix 献立コース」もあります。

0120-016-916（月曜～日曜 10：00～ 17：00） www.oisix.com/kit

[Oisix］

アイフィックス

シリーズ

ISOFIXの先駆け

TAKATAのi fixシリーズに

[タカタ］

ブルーエア
空気清浄機

ウィルス・花粉・PM2.5に対応!!

子育て家族の新スタイル！

スウェーデン製のブルーエアは、0.1 μ m というウィルスサイズの小さな物質まで
も99.97％除去できる、高い除去性能を誇る空気清浄機。ハウスダストや花粉はも
ちろん話題のPM2.5にも対応していることから購入する家庭が続出した。

価格：￥54,600 ／ブルーエアサービスセンター 0120-974-419 www.blueair.jp

[ブルーエア］

頭皮エステ

お風呂の時間が

癒しタイムになると賞賛の声

サロンに行かなくても自宅でシャンプーしながら、ヘッドスパができると育児世代か
ら好評の頭皮エステ。プロのハンドテクニックに学んだ「フォーフィンガースパイラル
」で頭皮を心地よく動かし柔らかく健やかな地肌へ。
オープン価格／パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365 panasonic.jp

[パナソニック］

ココ・チーノ

オート シリーズ
あやしと寝かしつけに

新米パパ・ママの愛用者続々

電動タイプでありながらスピード調節だけでなく、「あやし」や「寝かしつけ」といった
、目的に合わせた3 タイプのスウィングを選択可能。様々なシーンに対応し、まさに
日中の赤ちゃんの居場所としてうってつけの商品。
価格：￥49,350 ／アップリカ・チルドレンズプロダクツ
0120-415-814 www.aprica.jp

[アップリカ］

シティライトRシリーズ

ママ達のハートを掴み

生産台数23万台を突破※！

超軽量ながらママの欲しい機能たっぷりで、ワンタッチ開閉や軽量タイプには珍し
い大きな日よけ、さらに防寒・日よけに大活躍の「収納式足カバー」まで標準装備。
20種類以上の多彩なデザインもママたちから注目された。
※2013年8月時点の累計生産台数
価格：￥19,800 ／アップリカ・チルドレンズプロダクツ
0120-415-814 www.gracobaby.jp

[グレコ］

第6回「ペアレンティングアワード」受賞



<モノ部門>

アクアクララ
ウォーターサーバー

お料理に！ 調乳に！ ダイエットに！
多くのママから支持を獲得

妊産婦～ 3 歳未満のお子さまのいるファミリー向け特別プラン「ベビアクア」が大人
気！ 多くのご家庭で利用されている。ウォーターサーバーはチャイルドロックや省
エネモード等うれしい機能が盛りだくさん。
0120-331-626（ 受付時間：平日9:00〜 17:30）／アクアクララ コールセンター
www.aquaclara.co.jp

「ペアレンティングアワード」PR事務局／（サニーサイドアップ.内）
担当：⻫⽊(080-3708-7837)、増子

TEL：03-6894-3200 FAX：03-5413-3050 E-mail：saiki＠ssu.co.jp

＜本件に関するお問い合わせ先＞

【審査員】『日本の子育てを元気にしたい！』を合⾔葉に、出版社の垣根を越えて子育て雑誌が協⼒！！

I Love mama
（インフォレスト
パブリッシング）

12月17日発売

赤すぐ
（リクルート）
12月14日発売

妊すぐ
（リクルート）
12月13日発売

FQ JAPAN
（アクセス

インターナショナル）
12月2日発売

tocotoco
（第一プログレス）

1月15日発売

nina’s
（祥伝社）

12月7日発売

バガブー・
カメレオン・スリー

デザイン・機能性に優れた
オランダ発のベビーカー

ファッションコンシャスなセレブ御用達のベビーカーとして名高い「バガブー・カメ
レオン・スリー」。人間工学に基づき、ベビーカー自体のアクティビティをとことん
追求したアイテムは革新的なデザインと機能性が評価された。
価格：￥129,150 ／バガブー ジャパン ☎ 03-6855-7855 www.bugaboo.com

モスリンコットン ス
ワドル

ハリウッドセレブが愛用する
モスリンコットンおくるみ

おくるみだけではなく授乳ケープ、ブランケット、ベビーカーの日よけ、オムツ
替え時のシートなど、１枚で何役もこなすスグレモノ。2004 年にNYで発売以
来、スタイリッシュかつ実用的でハリウッドセレブにも人気のアイテム。
価格：￥2,100～／aden+anais ☎ 03-6894-7480 www.adenandanais.co.jp

ふとんベッド

「寝る」だけじゃない
新発想アイテムが話題に！

「ふとん」と「ベッド」を見事に融合した新発想の寝具。スペースはおよそ畳１
枚分で、ママとの添い寝からプレイルームまで子供の成長に合わせた使い
方が可能。テント・布団セットがついた使い勝手の良い万能ベッドが話題とな
った。価格：￥77,700 ～／テクセルジャパン ☎ 042-313-2912
www.petitbabee.com

Kindle Fire
タブレットシリーズ

育児アプリや読み聞かせ絵本など
子育て新定番のタブレット

手軽に購入できる価格感と持ち運びのしやすさ、きれいな画面と本格的なサ
ウンドが特徴。アプリ、電子書籍で育児を楽しむスタイルが流行した。他にも
音楽、動画、インターネット、メールが楽しめる有能アイテム。
価格：￥15,800～／Amazon.co.jp www.amazon.co.jp/kindlefire

ソニー ハンディカム

イクティブギアの大本命！
一緒に遊びながら我が子を記録

子供を世話する育児でなく、一緒に遊びながら育児を行う 「イクティブ」（育
児×アクティブ）なパパが急増している今年。 我が子を動画で残す意欲の高
い彼らから、最も注目を集めたビデオカメラがソニー のハンディカム。 動き
ながら撮影してもブレない世界初「空間 光学手ブレ補正」は注目の的！
オープン価格／ソニーマーケティング 買い物相談窓口
0120-777-886 www.sony.jp/handycam/ikutive

[アクアクララ］ [Bugaboo］

[aden+anais］ [Petit Babee］

[SONY］[Amazon］

第6回「ペアレンティングアワード」受賞


