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【ベビーカレンダーアワード 2022】 
ママ・パパがよく見る YouTube は 

12 人のママ助産師 HISAKO さんのチャンネル！ 
アイテムでは王道入り間近！？ 3 年連続ランキング 1 位に輝いたのは 5 ア

イテムも！ 
 

  
専門家から直接アドバイスを受けられる日本最大※の育児支援サイトを運営する株式会社ベビーカレンダー（旧

社名：株式会社クックパッドベビー、本社：東京都渋谷区、代表取締役：安田啓司、以下「ベビーカレンダー」）

は、4,484 人のプレママや育児中のママやパパにアンケート調査を実施し、「実際に使ってよかった」と思うマ

タニティ＆ベビー用品をランキング形式でご紹介する「ベビーカレンダーアワード 2022」を発表いたしました。 

 

今年で 3 回目を迎えるベビーカレンダーアワードですが、3 年連続 1 位に輝く商品が、なんと 5 アイテムも現れ

ました！詳細は、以下に記載しております。 

 

また、今年も引き続きコロナ禍が継続していたということもあり、おうち時間に YouTube 動画を見ていたとい

う声が、ママやパパからも多く聞かれました。そこでベビーカレンダーでは、今年 1 年ママやパパたちに支持さ

れていた動画を調べるため、どの YouTube チャンネルがママやパパたちに見られていたのか、独自のアンケー

ト調査をおこなうことに！その結果、上位１位～５位は以下の結果になりました。 

 

※2021 年 11 月時点において各メディア（当社選定競合サイト４社）が発表している月間 PV 数（当社調べ）に

おいて 

 

◆ママ・パパが選んだ YouTube のチャンネルランキング！ 
 

1 位 「【12 人産んだ】助産師 HISAKO の子育てチャンネル」 

 

2 位 「辻󠄀ちゃんネル」 

 

3 位 「仲里依紗です。」 

 

4 位 「エハラ家チャンネル」 

 

5 位 「しばなんチャンネル」 

 

 

◆1 位と 2 位を受賞した HISAKO さんと辻󠄀さんのコメントをご紹介！ 
 

1 位の受賞どうもありがとうございます！私の動画を多くのママが見てくれているよう

で本当にうれしいです。毎日の育児は本当に大変ですが、便利アイテムを活用すること

でママの負担が減ることも多いですよね。私が神アイテムだと思った育児グッズは「抱

っこひも」です！よく赤ちゃんに負担になるのでは？という声も聞かれますが、ご機嫌

になるのなら OK です。都合よく利用して、赤ちゃんの『抱っこして攻撃』をじょうず

に乗り切りましょう！ 
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YouTube を初めて 3 年。たくさんの動画がある中で、今回 2 位に選んでいただけて本当

にうれしいです。今後も皆さんに楽しんでいただけるよう頑張っていきますので、応援

よろしくお願いします！ちなみに私が育児中よく使っていた便利アイテムは、哺乳びん

に入れた湯冷ましです。出先でミルクを作るとき、哺乳びんに入れた適量の湯冷ましを

持ち歩き、それで熱湯を割るだけでベストな温度のミルクが作れるので、育児中はかな

り役立っていました！ 

  

 

 
 
＜上位 3 名の YouTube チャンネルの内容と視聴者からのコメント＞ 
 
★12 人の出産経験を持つ HISAKO さんの動画が堂々の 1 位！ 
 

1 位：【12 人産んだ】助産師 HISAKO の子育てチャンネル（https://www.youtube.com/@12hisako63） 

 

＞動画の説明 

・チャンネル登録者数は 47.1 万人（2022 年 12 月 1 日現在）。

産前～産後までママたちのお悩みにフォーカスした幅広いテー

マで動画を配信。12 人のお子さんを通して学んできたという育

児関連のお話はもちろん、離婚やシングルマザー経験など、これ

まで生きてきた自分の経験も赤裸々に語っているほか、助産師と

しての経験も生かした専門性の高い内容も話しています。 

 

 

 

＞視聴者のコメント 

・「HISAKO さんの動画見て「頑張らんでええ。適当でええ」のマインドが刻み込まれ、心の負担が軽減しまし

た。育児を楽しむことができるようになり、とても感謝しています！」 

 

・「すべてを 100%に頑張るのではなく、「もっと手を抜いていいんだ」と気付くことができて感謝しています。

HISAKO さんの動画のお陰で、リラックスした気持ちで子育てができるようになった気がします」 

 

 

★飾らない日常の動画が好評！おいしそうな料理も話題に！ 
 

2 位：辻󠄀ちゃんネル（https://www.youtube.com/@tsujichannel_official） 
 

＞動画の説 

チャンネル登録者数は 117 万人（2022 年 12 月 1 日現在）。

YouTube を始めてから 3 年経過したというタレントの辻󠄀希美さ

ん。お料理動画を始め、お子さんと過ごす日常の様子や購入品の

紹介、ファッション、ご自宅の紹介など、幅広いテーマで動画を

配信。動画内でたまに出る辻󠄀さんの本音トークや飾らない様子

が視聴者からも好評です。 

 

 

 

＞視聴者のコメント 

・「リアルな生活シーンも見せてくれるので、好感が持てます」 

 

・「ごはんが毎回おいしそうで、いつも参考にしています！」 

 

https://www.youtube.com/@12hisako63
https://www.youtube.com/@tsujichannel_official
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★ユーモアがあり、明るい人柄が人気！等身大の動画が人気を獲得！ 
 
3 位：仲里依紗です。（https://www.youtube.com/@nakariisadesu） 

 

＞動画の説明 

チャンネル登録者数は 169 万人（2022 年 12 月 1 日現在）。

2020 年から YouTube 動画を投稿している女優の仲里依紗さ

ん。動画は育児に関する内容はもちろん、メイク、ファッショ

ン、コラボ動画など、バラエティ豊かなのが特長。終始明るく、

さばさばしていて気取らない人柄が動画からも伝わってくる

ため、「見ていて楽しい！」「元気がもらえる！」と多くのママ

の癒やしとなっているようです。 

 

 

 

＞視聴者のコメント 

・「ママという視点だけでなく、お仕事や自分自身のプライベートについても飾らず見せてくれるので好感が持

てます！」 

 

・「単純に見ていておもしろい！明るい人柄なので見ていて元気をもらえます」 

 

 

◆12 人産んだ HISAKO 助産師 HISAKO さんがママたちから支持される理由 
 

 

12 人のお子さんのママでありながら、現在も助産師として働いている HISAKO さん。ベビーカレンダーでも監

修をしていただくなど、日々お世話になっています。YouTube チャンネルの登録者数は 47.1 万人（2022 年 12

月 1 日現在）で、多くの方の支持率を獲得。「現実と子育てのギャップに苦しんでいるママたちに少しでもラク

になってほしい」という思いから始めたというこの YouTube チャンネルですが、HISAKO さんは動画の中で趣

https://www.youtube.com/@nakariisadesu
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味は「ママを笑顔にすること」と語っています。 

 

HISAKO さんの YouTube 動画の始めに出てくるのが、「がんばらんでええ！」「適当でええ！」という育児を頑

張り過ぎてしまうすべての人に向けた HISAKO さんからのメッセージ。12 人の子育て経験がある HISAKO さ

んだからこそ、この言葉に重みと説得力があります。動画を見たママたちからは、「HISAKO さんの言葉で肩の

力が抜けて、いつも励まされています」「HISAKO さんの動画を見ると、気持ちがラクになります」といった声

が多く、専門性の高い内容に「勉強になる」など動画のコメント欄にも、視聴者からのたくさんのコメントが

寄せられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、動画の中には出産や子育てなど、これまでの経験を通して痛感してきた理想と現実のギャップについて 

、HISAKO さんが包み隠さず語っている動画もあります。気になる方は、「【12 人産んだ】助産師 HISAKO の

子育てチャンネル」を覗いてみてくださいね。 

 

◆ベビーカレンダーアワード 3 年連続 1 位に輝いた 5 アイテムとは…！？ 

2022 年で 3 年目を迎えたベビーカレンダーアワードですが、なんと 3 年連続で 1 位を受賞したアイテムが、5

アイテムもあることが判明いたしました！３連続でトップの座に君臨し続けている商品とは一体……！？ 

「最強育児アイテム」ともいえる 5 アイテムをご紹介していきたいと思います。 

 

【哺乳びんジャンル 1 位】 ピジョン／母乳実感 哺乳びん 

プラスチック製とガラス製の 2 種類ある哺乳びんですが、3 年連続 1 位に輝いたの

はガラス製でした。広口タイプなので洗いやすく、調乳しやすいほか、「赤ちゃん

が飲みやすい」点が評価されていました。 
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【鼻吸い器ジャンル 1 位】 シースター／ベビースマイル S-303 

自分で鼻をかめない赤ちゃんの鼻水を吸引してあげるための鼻吸い器。本来鼻吸

い器は電動タイプと手動タイプがありますが、こちらは電動タイプになります。

お手入れが簡単かつ、軽量でコンパクトな点が支持されました。 

 

 

 

 

 

【おしりふきジャンル 1 位】 アカチャンホンポ／水 99％ Super シリーズ 

「水分量が多いので、うんちが拭き取りやすい」とママたちから大好評！トイレ

に流せるタイプや厚手タイプなど、ラインアップも豊富で使い勝手が良いという

点も 3 年連続 1 位に選ばれた要因のようです。 

 

 

 

 

 

【ベビーチェア（ハイチェア）ジャンル 1 位】 IKEA／アンティロープ 

「安くて使い勝手がいい」とママたちの支持を集めたのが IKEA の組み立て式

のハイチェア。トレイがプラスチック製で脚がスチール製なので、汚れたらサ

ッと拭くだけでお手入れも簡単です。軽いので移動もラクチンな点も高評価に

つながりました。 

 

 

 

 

 

【ベビー肌着ジャンル 1 位】 ユニクロ／ユニクロ ハダギ 

コスパの良さに加え、デザインや肌当たり、通気性、吸湿性、着脱のさせやす

さなど、すべてにおいて圧倒的支持率を誇ったユニクロのベビー肌着。「安い

のに作りがしっかりしているし、素材やサイズの種類が豊富で助かる」と、マ

マたちから絶賛する声が続出していました。 
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いずれの商品も「聞いたことがある！」という方も多かったのではないでしょうか？これらが 3 年連続 1 位に輝

いた 5 アイテムになります。時代とともにどんどん性能が良い商品が開発されるほか、求められる物事態も変わ

っていったりしますよね。そのため、3 年連続 1 位を獲得するということは至難の業のように思います。もし、

育児アイテムで悩んでいるという方がいましたら、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。 

 

4,484 ママが選んだ【ベビーカレンダーアワード 2022】 
「実際に使ってよかった」マタニティ＆ベビー用品ランキング 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ベビーカレンダーアワードとは…＞ 

4,484 人のママが「実際に使ってよかった」と思うマタニティ＆ベビー用品 30 部門をランキング形式で発表！  

これから妊娠・出産を迎える方、子育て中の方の参考となるように、先輩ママの本音レビューを掲載するほか、

専門家が自分に合った商品を選ぶためのポイントについても解説します。赤ちゃんとの毎日を、もっとラクに！

もっと楽しく！ 

 

【ベビーカレンダーアワード 2022】はこちら▶https://award.baby-calendar.jp 

 

POINT 

★小児科医と助産師が商品のじょうずな選び方＆使い方を指南！ 

 →子育て中のママである専門家が解説。ママや赤ちゃんの状況に合った商品選びをおこなう手がかりに 

★先輩ママの本音の口コミを多数掲載！ 

 →商品を愛用しているママのリアルな感想。本音レビューだからこそ「私の場合は必要なかった」の口コミも 

★ママ＆プレママの利用率や使用した期間がデータでわかる！ 

 →どのくらいの人が使っているの？いつからいつまで使うの？気になる“みんなの参考データ”を掲載 

 

▼各カテゴリ受賞商品のうち、1 位に輝いた商品を一部抜粋してご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべてのランキング結果はこちら▶https://award.baby-calendar.jp 

https://award.baby-calendar.jp/
https://award.baby-calendar.jp/
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＜ベビーカレンダーアワード 2022 調査概要＞ 
調査対象：株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビ

ーカレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方 
調査期間：2022 年 9 月 12 日（月）～2022 年 10 月 7 日（金） 
調査件数：4,484 件 

 

 

監修者してくれた医師・助産師のプロフィール 
 

高円寺こどもクリニック院長 保田典子先生 
 
 2003 年筑波大学医学部卒業、 国立国際医療センター、 大阪市立総合医療センター小

児循環器内科勤務を経て、 2014 年東京女子医科大学大学院博士課程修了。 東京アドベ

ンチスト衛生病院小児科勤務後現職。 小児科専門医。 一般診療、 小児循環器診療に加え

て、 漢方治療や発達相談、 起立性調節障害の診療にも対応している。 

 

 

保健師・看護師・アドバンス助産師 高塚あきこさん 
 
 都内の大学にて保健師・助産師・看護師の資格を取得。大学卒業後、大学附属病院の総

合周産期母子医療センターにて、助産師として妊娠期から産後のケア、新生児のケアに携

わる。約 10 年勤務した後、現在は横浜市内の総合病院で勤務している。現在、自身も 4

人の子の育児に日々奮闘中。 

※アドバンス助産師とは、日本助産評価機構より自律して助産ケアを実践できると認証された助産師の

呼称です。 

 

 

＜「ベビーカレンダー」サイトに関して＞ 

『ベビーカレンダー』は、月間 PV 数 2.4 億 PV、会員登録数が年間約 36 万人、総勢約 40 名の医師・専門家が

監修する妊娠・出産・育児の情報を網羅した日本最大（※）の育児支援サイトです。妊娠してから赤ちゃんが 1 歳

になるまでの間、赤ちゃんの成長に合わせ、元雑誌編集経験者を中心とした約 20 名の編集者が質の高い記事を

毎日提供します。 

 

※2021 年 11 月時点において各メディア（当社選定競合サイト４社）が発表している月間 PV 数（当社調べ）において 

ニュースリリースはこちら▶https://baby-calendar.jp/smilenews/release 

 

＜運営会社「ベビーカレンダー」に関して＞ 

社名：株式会社ベビーカレンダー（https://corp.baby-calendar.jp） 

※2021 年 3 月 25 日 東証マザーズ上場 

本社所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-38-2 ミヤタビルデ

ィング 10F 

代表者：代表取締役 安田啓司 

設立年月日：1991 年 4 月 

主要事業：メディア事業、産婦人科向け事業 

 

多くの医療専門家監修による、日本最大の PV 数を誇る育児支援サイ

ト「ベビーカレンダー」を運営。ベビーカレンダー以外にも、女性の

ライフスタイルにあわせた情報提供サイトを展開し、事業を拡大中。

2021 年に東証マザーズ上場。 

 

https://baby-calendar.jp/smilenews/release
https://corp.baby-calendar.jp/
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＜運営メディア一覧＞ 

■ベビーカレンダー：医師・専門家監修の妊娠・出産・育児の情報サイト 

URL：https://baby-calendar.jp/ 

■ウーマンカレンダー：オトナ女子によるオトナ女子のためのアンチエイジングサイト 

URL：https://woman-calendar.jp/ 

■ムーンカレンダー：女性の毎月をもっとラクにする生理サイト 

URL：https://moon-calendar.jp/ 

■介護カレンダー：高齢者向け介護施設検索サイト 

URL：https://kaigo-calendar.jp/ 

■シッテク：マッチングアプリ紹介サイト 

https://only-partner.com/ 

■婚活会議：婚活に悩む方ためのメディア 

https://only-partner.com/party-log 

■赤ちゃんの名づけ・名前ランキング：赤ちゃんの名前、よみのランキング検索サイト 

https://nazuke-nameranking.jp/ 

 

 

＜公式 SNS からも最新情報更新中！＞ 

Instagram ：https://www.instagram.com/babycalendar/ 

YouTube  ：https://www.youtube.com/channel/UCFblSCmHFCkHiFXsrcksuhA 

Facebook ：https://www.facebook.com/babycalendar/ 

Twitter  ：https://twitter.com/baby_calendar 

TikTok   ：https://www.tiktok.com/@babycalendar_official 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社ベビーカレンダー 担当：山本 愛咲 

TEL：03-6631-3600 FAX：03-6631-3601 MAIL：info@baby-calendar.jp 

※本調査内容をご使用いただく際は、出典の記載をお願い申し上げます。また、画像データ等の改変はご遠慮ください。 

 

https://baby-calendar.jp/
https://woman-calendar.jp/
https://moon-calendar.jp/
https://kaigo-calendar.jp/
https://only-partner.com/
https://only-partner.com/party-log
https://nazuke-nameranking.jp/
https://www.instagram.com/babycalendar/
https://www.youtube.com/channel/UCFblSCmHFCkHiFXsrcksuhA
https://www.facebook.com/babycalendar/
https://twitter.com/baby_calendar
https://www.tiktok.com/@babycalendar_official

