
Aパターン Bパターン Cパターン 

LITE 
実施しやすい！ 

小さい子も楽しい！ 

スタンプを活用し、こど
もの興味のある「色」

「ナゾナゾ」「迷路」な
どを使ったゲーム展開 

思い出作りに！ 

スマートフォンを活用し 
ゲームの進行の手伝いだ
けでなく「コビト撮影」 

が可能です。 

リアルこびと探し 

コビトフィギュアで 
リアルなこびと探し体験
を行います。観光地や店
舗、商業施設の周遊に。 



『こびとづかん』とは？ 1 

なばたとしたか氏の絵本『こびとづかん』は、2006年に発行され、まもなく15周年を迎えます。   
 
絵本は、主人公のボクが、不思議ないきもの「コビト」を探していく物語です。 
この不思議ないきもの「コビト」は、とてつもなくインパクトのある風貌で、良くも悪くも人の目を引き付ける 
魅力があります。   そしてこの強烈なキャラクターには、さまざまな特徴があり、そのリアルな設定が、 
「本当にいる」世界観を創造しているのです。 
  
絵本のほかに図鑑タイプの書籍が刊行され、たくさんの種類の「コビト」が紹介されています。 
これまで発行された関連書籍は累計で２７０万部を超え、子どもから大人まで幅広い人気を博しています。 
 

ＤＶＤ:累計２０万本～                                                        

映画:動員４０万人～ 



あつめよう！こびとづかんカード！ 2 

「こびとづかん」の世界にはたくさんのコビトたちが存在します。図鑑を

見ているだけでも楽しいのですが、実際に自分で探して見つけたコビトの

図鑑を作る…。それをコレクション性のあるカードをプレゼントしていく

ことで実現します。 

「全国・こびと探しゲーム」では、ゲームをクリアするごとにこびとづか

んカードをプレゼントします。 

コビトについても学べるカードとなっていて、色々な地域でイベントが開

催されるごとにコビトカードの種類も増え、コレクション性が高くなりま

す。レアなカードなども今後は増やすことで話題性を高めていきます。 

 

カードデザインは新しくする予定です。 



スマートフォン活用 3 

数年でスマートフォンの利用率は普及し、今はほとんどの方が利用しています。 

ただしアプリなどのダウンロードは変わらず抵抗がある、面倒に感じる傾向にあるため、WEBブラウザを利用し、 

こびと探しを盛り上げる施策を用意しております。 

●オプションコンテンツ  

「こびと探しWEB」 
gifアニメーションやゲームのようなものがたり進行で、周遊イベ

ントを盛上げます。 

またヒントの提供もWEBで可能となるため、運営の簡潔化、参加

者の満足度アップにもつながります。 

進行を手助けする形となっているため、 

観光地のマップや店舗HPなどのリンク 

もゲームの流れでリンクさせることが 

可能です。 

 
実施した際のサンプル 

ものがたり 

展開など 

・ヒント 

・店舗紹介 

・観光地案内 

・マップ等 



謎解きゲームなどが流行する一方で、小さなお子さんやアニメファンなどが簡単

に楽しめるスタンプラリーは根強い人気があります。 

『こびとづかん』が好きなお子さん、そして大人の方も楽しめるようにコビトの

スタンプを活用して謎解きゲームを実施します。 

スタンプを押せる楽しさと、ちょっと頭を使うことでファミリーが楽しむには

うってつけの企画です。 

Aパターン：スタンプを使った謎解きゲーム 4 

●ゲームの流れのイメージ 

1.参加用紙に書かれている場所でスタンプを押します。 

上の場合は①・②・③のスタンプを集めます。 

２.スタンプの絵柄や色を使って謎を解きます。 

左のサンプルでは押したスタンプの色を使い迷路

の進む方法「青＞緑＞赤…」で進む！がわかりま

す。※画像では青マスが黒マスになっています。 

3.迷路を正しい色の順番で進むと次の行先がわか

ります。例では「えびすやしょうじ」となり、底

に向かうと探しているコビトが見つかります。 

スタンプと謎解きをあわせてコビトを探します。 

LITE 
パッケージの場合 

 
 
 
 
 

「謎解きライト」 
＋ 

「スタンプ3つ」 
まで制作が可能です。 



スマートフォンを利用してオリジナルフォトフレームを提供します。 

コビトを探していくなかで、見つけたコビトのフォトフレームがもらえます。 

観光地やその時のテーマ（クリスマスや花見など）を案内しながら、写真の 

情報発信を参加者に行ってもらえるような施策とします。 

フォトフレームサンプル 

Bパターン：思い出作りに…フォトフレーム謎解きゲーム 5 

●ゲームの流れのイメージ 

 
1.参加用紙に書かれている方法でコビトを

探します。 

コビトを見つけると、そこには提出答えな

どと一緒にQRコードがあります。 

 

2.イベントオリジナルの

フォトフレームが登場し

ます。捜索するキャラク

ター分の制作が可能です。 

LITE 
パッケージの場合 

 
 
 
 
 

「謎解きライト」 
＋ 

「フォトフレーム４つ」 
まで制作が可能です。 



宝探し感覚で楽しむゲームのため、実際にコビトが隠れていると 

発見したときの喜びは各段に大きくなります。 

リアルなコビトフィギュアをその場所に併せて設置できるように調整し 

貸出を行います。（盗難やイタズラの可能性がある場所には置けません。） 

Cパターン：リアルこびと探し謎解きゲーム 6 

●ゲームの流れのイメージ 

 
1.参加用紙に書かれている方法でコビトを探します。 

実際にその場所に向かうと…コビトが隠れています。 

LITE 
パッケージの場合 

 
 
 
 
 

「謎解きライト」 
＋ 

「コビトフィギュア４つ」 
まで貸出・制作が 

可能です。 

参加用紙イメージ 

実際のコビトたち 



7 謎解きゲームについて 7 

コビトを 
探すための 
参加用紙を 
入手!! 
 

ナゾ解き！ 
コビトの隠れている 
場所を発見！ 

こびと探し！ 
多くの人で賑わうこの場所に 

コビトたちが遊びに来ているみたい！ 
目撃情報はどれも暗号のようなものばかり？ 
このナゾを解いてコビトを見つけ出そう！ 

 
※開催場所や目的にあわせた物語とします。 

参加賞 
ゲット！ 

参加者はこびと探しの主人公！イベント会場を舞台に冒険するストーリーを展開します！ 

参加用紙に書かれた「目撃情報」
（ナゾ）を解いて、コビトの居場所
を見つけます。 
コビトを複数見つけていくことで、 
最後の問題を解くための手がかり
も集めます。 

全てのコビトを見つけることで、最後の
問題の答えがわかります。 
物語と連動した答えとすることで、より
高い満足度・ゲーム性を持たせます。 

最後の問題を
クリア！ 

楽しい思い出作り！ 

キーワードが正しければ参加賞をゲット！ 
さらに難易度や時期を変え複数コースも 
設定可能です！ 

パンフレットがあれば 
いつでもスタート可能 

コビトの側には最後のナゾを解く手がかりが… 

手がかり
GET! 

＋スタンプ 

＋リアルフィギュア 

＋スマートフォンコンテンツ 
＋フォトフレーム 

＋αのコンテンツは４種類全てを入れ込
むことも可能です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社 2017年度実績 8 

◆地域のまちあるき（行政） 

・東京都「井の頭恩賜公園100周年」 謎解き まちあるき 

・東京都「武蔵野市市制施工70周年」 謎解き まちあるき 

・愛知県「尾張旭市」 謎解き まちあるき 

・福島県「須賀川市」 ウェブサイト まちあるき 

・東京都「小金井市」 謎解き まちあるき 

・神奈川県「横須賀市×月間ムー」 コラボ 謎解き まちあるき 

・愛知県「瀬戸市」  謎解き まちあるき 

◆アニメプロモーション 

・映画「キングオブプリズム PRIDE THE HERO」 

 アニメ デジタルアート 謎解き 

・東京都「立川市あにきゃん×フレームアームズ・ガール」 

 アニメ 謎解き まちあるき 

・「テレビアニメ十二大戦・与戦界」 アニメ 謎解き 

・「テレビアニメおそ松さん 47都道府県勝手に応援プロジェクト」  

 アニメ まちあるき 

◆水族館・美術館 住宅展示場 

・大阪府あべのハルカス美術館「西大寺展」 謎解き 美術館 

・岡山県天満屋「冒険水族館」デジタルアート 謎解き 深海標本 

・東京都「サインシャイン水族館」 深海標本 

・島根県「しまね海洋館アクアス」 シロイルカプール映像演出 

 デジタルアート 

◆こびとづかんイベント（2018-2019） 

・東京都 小金井市民まつり 

・福島県 福島市こむこむ館 

・東京都 町田市 （シバヒロ活用事業） 

・東京都 国分寺 （ミーツ国分寺） 

・山口県 周南市 （みなとのミーツ） 

8 



金額イメージ 9 9 

●一般的なイベントで想定した場合… 

 

・参加用紙 A4仕上げ（中折４面） 1000部 

・参加賞カード （こびとづかんカード） 1000部 

・告知WEBページ （弊社サーバー内） 

・こびとづかん使用料 

・A B Cのパターンのいずれかのコンテンツ１つ 

LITE 
パッケージの場合 

全て込み 60万円 （税別） 

※コンテンツを追加する場合は A B C パターンいずれか１つ追加するごとに5万円で対応い

たします。 

・ロケハン等の費用は含まれていないため、周遊場所の指示や写真提供の協力をお願いいたします。 

・スタンプを設置する第などについてはご用意をお願いいたします。※サポートいたします。 

・通常イベント企画に含まれない費用については含まれませんので別途ご相談ください。 
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