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団体概要
団体名 NPOネオギャラクシー （8月末NPO法人化） 

理事長 入山 忠（イリヤマ タダシ） 

団体目的 子どもたち（主に小学生）の未来の成長へ寄与すること 

事業 １）遊びを通じた学びと親子の交流促進イベント事業 
２）実践的な職業体験と価値教育推進事業 
３）小学生向け子ども経営塾事業 

経歴 ・1979年生まれ、福岡県古賀市出身 
・福岡のイベント会社入社　2001年～2004年 
・フリーのディレクターとして活動　2004年～2007年 
・株式会社ポケモン 宣伝部所属　2008年～2011年　　　　　　　　　　　　　　　 
　＊ニンテンドー3DSソフト「ポケットモンスター」の全国大会を3年間プロデュース 
・NPO法人greenbird 事務局長＆理事に就任　2012年～2018年 
　＊全国80チームでの清掃活動・被災地支援（仙台/福島/熊本）・全国海岸事業など 
・合同会社シカケル 設立　2013年～2018年：ネオギャラクシー推進のため休業 
　＊東京都港区を拠点に多数の企業のイベント企画を立案＆実施 
・社団法人未来キャンバス 設立 2013年～ 
　＊小中学生の教育推進事業：文科省の土曜学習応援団、大自然大会ミュージアム「Orbi」と協同 
・NPOネオギャラクシー 創設 2017年10月～ 
　＊小学生向け成長促進事業（福岡拠点）：次ページにて記載 

理事 梶原 道生（カジワラブランディング株式会社 代表） 

東 秀憲（株式会社ヴィアージュ 代表） 田川 あつし（株式会社パワーステージ 代表） 
白石 洋一（まちづくりプロデューサー） 



１）遊びを通じた学びと親子の交流促進イベント事業 

ワンコインで身近な公園をエンターテイメント化

２）実践的な職業体験と価値教育推進事業 

各コンテンツのご紹介

自宅から気軽にいける身近な「公園」を舞台に500円（ワンコイン）で参加できる親子イベントを開催し、 
福岡を拠点に全国各地の身近な場所を遊び場に変えていきます。 
2018年11月からスタートした第一弾イベントの親子謎解きウォーキング「アルクエスト」は、 
開催9ヶ月で、九州、四国、北海道の公園で40,000名を超える親子の参加数を達成！ 
2019年後半は関西エリア及び全国展開に向け、毎週どこかの公園や施設で開催中です！ 

３）小学生向け経営塾事業（2020年春スタート） 

子どもたちの経済圏をつくろう！

子どもが考え、つくる、やってみる、うってみる、はたらいてみる、子どものはたらく行動を価値化します。 
価値は子どもたちだけが使える「仮想通貨」を通じて流通していきます。福岡から全国へ。 
2018年9月にスタートした「アソビイチ」は、子どもたちが「仮想通貨」を通じて、 
働く体験や、バザーの出店、モノづくり体験などができ、同時に価値を学べるイベントです。 
9月に天神中央公園、10月にアイランドシティ中央公園で開催し、合計3,500名の来場者と、 
約150名の子ども運営スタッフがはたらき、30店ほどの子どもバザー出店があり好評を得ました。 
2019年は、大型施設と提携開催。現在、3月にイオンモール福津、4月に木の葉モールで開催！ 
今後も、さまざまな企業や店舗と提携し、「仮想通貨」を通じた経済圏を構築していきます。 

子どもが全員経営者！起業脳をつくる経営塾！
放課後や長期休みの時間を有効活用した「子ども経営塾」を2020年春にスタートします。学校では学べない 
「経営」を実践的に学びます。第一弾は、「お店づくりの経営」。実際のイベントで出店することをゴールにし、 
地域のプロからの講義などを交え学んだものを実践することで短期間で成長する仕組みを作ります。 
教室は各地の「神社」、少人数小規模なスクルールを福岡を拠点に全国で開催していきます。 



〜 親子で協力して全問正解を目指そう！〜



〜親子で楽しみながら頭と体を使うイベント〜

公園内を散策しながら謎解きを楽しみます！



参加者は公園のマップを頼りに、謎を探し問題を解いていきます！

＜謎解きマップ＞※各公園ごとに制作 ＜解答用紙＞※問題は数種類あり



＜問題シート＞ 公園内に設置する問題シート

ライトコース
全10問

ノーマルコース
全15問

所要時間：約1時間 所要時間：約2時間

とことこラリーコース
全18問

所要時間：約1時間

（小学生向け） （小学校高学年＋大人向け） （3歳〜5歳向け）



＜回答用紙＞

ライトコース
全10問

ノーマルコース
全15問

とことこラリーコース
全18問

参加者用の回答シート



＜アルクエスト開催風景：公園＞

問題設置	 スタート＆ゴール	

謎解き風景①	謎解き風景②	



＜アルクエスト開催風景：施設＞

スタート＆ゴール	

イオンモール福津（福岡県福津市）	

告知看板	

謎解き風景	

木の葉モール橋本（福岡市西区）	木の葉モール橋本（福岡市西区）	

木の葉モール橋本（福岡市西区）	

告知ボード	



実　績

開催エリア ２０１８年１１月に福岡でスタート！
九州（福岡・佐賀・熊本・長崎・大分・沖縄）四国（香川）、北海道
＜2019年秋冬開催予定＞
四国（高知）、中国（山口・広島・岡山）、関西エリアなど
今後、全国に展開予定！

開催数＆参加数 ５５会場　約４１,５００ 名（参加率 4〜6 ％）　

開催会場 福岡市　：大濠公園、舞鶴公園、東公園、青葉公園、木の葉モール橋本
北九州市：小倉城、勝山公園、山田緑地、県営中央公園、リバーウォーク北九州
春日市　：春日公園、白水大池公園、アイランドシティ中高公園、
久留米市：中央公園、浦山公園、津福公園、
福岡その他：イオンモール福津（福津市）、三柱神社（柳川市）
佐賀：森林公園、佐賀城公園 大分：平和市民公園、佐野植物公園
長崎：稲佐山公園 熊本：水前寺江津湖公園

香川：仏生山公園、峰山公園、丸亀城、琴弾公園

開催頻度 毎週末 ４〜５会場で開催中！

沖縄：漫湖公園、末吉公園、浦添大公園
北海道：真駒内公園（札幌）、神楽岡公園（旭川）

参加者属性 3歳〜小学生の子どもとその保護者



実 績 ２ 直近：2019年5月～6月の実績表 ※ は7月に実施があるため未確定
※赤字は雨天中止のため参加率減



告知方法

・開催地区の小学生全員に直接学校からチラシ配布（団体独自の配布方法にて）
　※細かいエリアの設定も可能

A4サイズ（両面カラー）

・イベント参加率：配布数のおおよそ 4％〜6%（雨天など中止の場合を除く） 

・チラシの印刷及び配送はすべて団体で行う。

・チラシ配布率：ほぼ 100%（配布できない生徒は学校欠席など） 



ご協賛メニュー



＊ご協賛メニュー＊

②チラシ協賛
学校へ配布するチラシにご協賛いただき、貴社の情報を配布チラシへ掲載します。 
ほぼ100%で子どもたちとその親御様へ訴求できる効果的な媒体として活用できます。 

①イベント協賛
貴社と共催もしくは、協賛どちらかのかたちで「アルクエスト」を開催します。 
集客装置としての開催や、会場でのサンプル配布など様々な展開が可能です。 

③アンケート協賛
アルクエストの参加者（子ども）が使う解答用紙はアンケートと一体になっています。 
設問を貴社用へ変更、集計データを納品いたします。マーケティングデータとして　
活用いただけます。※個人情報は取得できません。 

④年間協賛（1年）
団体に年間のご協賛をいただき、年間で貴社とプロジェクトをご一緒します。 
子ども向けのCSR活動をされたい、公園で子ども向けイベントがしたいなど、 
子どもに関わるプロジェクトを町単位から全国単位で展開可能です。 

⑤物品協賛
イベントで参加者が使用する備品の協賛を受付しています。 



①イベント協賛

貴社と共催もしくは、協賛どちらかのかたちで「アルクエスト」を開催します。 
パッケージで開催しますので、運営時に貴社で用意するものはありません。 

ご協賛費用：２００,０００円／１日

＜イベント協賛内容＞ 
共催開催：ご希望の会場にて貴社と共催でアルクエストを開催 
・貴社主催の既存イベント内の集客コンテンツとしても開催可能です。 
・会場で参加者へサンプル配布が可能（イベント参加景品と一緒にお渡し） 
・ご希望があれば、貴社の社員様も運営スタッフとして子どもと触れ合える。 
・チラシに「共催」の企業名や団体名を記載します。 

＋告知費（チラシ制作・配布費用含む）５円／１枚

協賛開催：開催予定のアルクエストに協賛いただき開催 
・団体で予定しているスケジュールから協賛する会場を選択して協賛する 
・会場で参加者へサンプル配布が可能（イベント参加景品と一緒にお渡し） 
・ご希望があれば、貴社の社員様も運営スタッフとして子どもと触れ合える。 
・チラシに「協賛」の企業名や団体名を記載します。 

※共催・協賛どちらかをお選びいただけます。 



②チラシ協賛

告知チラシ（ほぼ100％受取）に協賛いただき、貴社の情報チラシへ掲載します。 
今回は、2019年9月～10月開催のイベント告知チラシの協賛を募集中です！ 

＜仕様＞ A3二つ折り：カラー、コート90kg 

表紙１

表紙１ 表紙２

中面１表紙２

中面２

中面１
（表紙２の裏面）

中面２
（表紙１の裏面）

協賛面 

その他 
団体情報など 



②チラシ協賛：価格表

表紙２（掲載サイズ）

1/8

1/4：縦

1/8

1/4：横

2019年9月開催分

エリア配布詳細

1/2

※は区内の一部学校へ配布、それ以外は全生徒へ配布 

・配布数の合計は変わりませんが学校の都合により、エリア配布 
　詳細の中で数の調整を行う場合があります。 
 

・今回は、福岡、北九州、熊本、大分の４エリアで募集します。 
　配布詳細の中から選択することはできません。 
　※「福岡の東区のみ」など 
 

・入稿〆切までに完全データを入稿いただく必要があります。 
　完全データではなく、当社にデータ作成依頼される場合は、 
　別途ご相談ください。 



③アンケート協賛

参加者が謎解きに使用する「解答用紙」のアンケート欄の設問を貴社にご提供します。 
マーケティング等のデータとしてご活用ください。 

＜解答用紙＞ 

参加受付時に配布し、全員がこの用紙を使い謎を解いていく。 
解き終わったら、ゴールで回収し景品と交換する。 
※全員分を回収します。 

アンケート回収率（記入済）は８～９割程度 
保護者ではなく、子どもが直接記入します。 
※未就学児は対象外 
子どもたちの意見をそのまま回収することができます。 
今回のアンケートは、保護者向けではなく子ども向けになります。 

＜アンケート設問スペース＞ 

対象：小学1年生～6年生 

このスペースが設問スペースになります。 
文字だけでなくイラスト入りでも可、自由に設定できます。 
※文字ベースだと、10問まで設定可能 

「年齢、学年、学校名、性別」は基本項目 

＜ご協賛費用＞ 

５０ ,０００円／１００サンプル

・単純集計、クロス集計の２種で納品します。 
・最小１００サンプル～ 
・地域、学年の選択も可能です。 



④年間協賛

ご協賛費用：１,０００,０００円／１口

＜ご協賛内容＞ 
1.  子ども（未就学児～小学生）向けイベントを一緒に開発します。 
2.  全国の公園でそのイベントの開催が可能（公園により制限がある場所もあり） 
3.  開催地区の小学生全てに告知チラシを配布できます。 
4.  団体主催で開催する全てのイベントチラシに「年間協賛」として企業名や団体名
または、ロゴを掲載します。（1年間）現在月間１５０,０００枚のチラシを配布
しており、今後は全国に展開しており、増え続けていきます。 

5.  貴社の社員様も運営スタッフとして子どもと触れ合えます。（ご希望の場合） 

団体に年間のご協賛をいただき、年間で貴社とプロジェクトをご一緒します。 
子ども向けのCSR活動をされたい、公園で子ども向けイベントがしたいなど、 
子どもに関わるプロジェクトを町単位から全国単位で展開可能です。 

＜期間限定のご協賛特典！＞ 
1.  チラシ協賛枠（１/８）×２回掲載無料　※地域・枚数問わず選択可能 
2.  アンケート協賛 ２００サンプル無料　※地域問わず選択可能 
3.  ９月末までにご協賛の場合、２０２０年の１２月まで協賛期間延長！ 

※イベント開催にかかる費用は別途必要です。 



⑤物品協賛

子どもたちが使用するイベントにかかわる備品や景品の物品協賛を募集しています！ 
もし、もしも、もしも、使わなくなったものがあればぜひご提供お願い申し上げます 

＜イベント備品＞ 

バインダー（A4） 

ボールペン 

＜参加景品＞ 

※名入れ済みのものでも 
　全く問題ありません。 

参加者が謎解き用に使用します。 

参加者にゴールでプレゼントする景品 

お菓子 ドリンク ノベルティなど 

ご提供いただいた企業・団体様の社名を 
当団体のホームページに掲載します。 



ご連絡・お問合せ先

ご不明点、より詳細が知りたいなど、何かありましたらお気軽にお問合せください！ 

N P O N e o g a l a x y

（ネオギャラクシー）

070-1556-9846

info@neoga laxy . jp

https://neogalaxy.jp


