
ご紹介資料 Ver.2020.09



2

１．ぬりえGAウゴーク！

（１）シンプルで楽しいイベントツール

「ぬりえGAウゴーク！」は、描いた絵が画面の
中を

動き回るシンプルで楽しいイベントツールです。
絵の形や大きさによって動き方も変わるので
見ている人を飽きさせません。
集客ツールとして絶大な効果を発揮します。

（２）遊び方

ｃ

ｃ
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①お正月 ②節分 ⑤こどもの日③ひなまつり

⑥水族館

④イースターエッグ

⑦深海生物 ⑧昆虫 ⑨敬老の日 ⑩ハロウィン

⑪クリスマス ⑫宇宙 ⑬ひこうき ⑭牧場 ⑮南極

毎月楽しめるコンテンツをご用意しています。イベントコンセプトや世界観にあわせて柔軟
な
カスタマイズも可能です。

（３）ラインアップ
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（１）シンプルで2度楽しめる

「ぬりえGAウゴーク ペーパークラフト」は、車の
開図に塗り絵をして取り込むと画面上で展開図が
組み立てられ、走り始めます。
展開図は切って組み立てられるので、描いて、見て、
作って、を楽しめるイベントソリューションです。

（２）遊び方

２．ぬりえGAウゴーク！ ペーパークラフト
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サーキット、シティ、鉄道の3種類があります。サーキット、シティはバス、車、トラック3種類、鉄道は
箱型電車と特急電車の2種類の展開図を用意しています。展開図のカスタマイズも可能です。

・サーキット ・シティ

・鉄道

ポイント
塗り絵をした展開図が

画面の中で組み立てられる！

（３）ラインアップ
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（１）コントローラーで動かそう

「ぬりえGAウゴーク！ 」にレースゲームの要素を
組み合わせました。描いた絵をコントローラーを
振って動かし、同時に最大4人でレースをすること
ができます。
早く振ると加速し、振るのをやめると減速する簡単
なルールのため、未就学児から楽しめます。

（２）遊び方

３．ぬりえGAウゴーク！ レース

※ラインアップは「レース」のみです
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５．ご利用イメージ

（１）週末イベントで集客アップ

お子さまはもちろん、大人の方にも楽しんでいただける
ため、新しい集客効果が期待できます。
商業施設でのイベントや地域イベントの目玉として、
また、ワークショップ形式としてもご活用いただけます。

（３）待ち時間対策に

商談が必要なお買いものなど、待ち時間が発生する店舗
では、お子さまの待ち時間対策としてご活用いただけます。

（２）購入者限定企画で売上アップ

商品を購入した方、一定の金額以上商品を購入した方
のみに専用紙をお渡しすることで、売上アップをはかる
ことが可能です。
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６．お手配させていただく機材

ノートパソコンスキャナー

ディスプレイ（約42インチモニターはセットに含みます。）
または
プロジェクタースクリーン（オプション）

カラーペン専用紙

*レースのみ

１）機材

２）消耗品

*写真は一例です

コントローラー



9

７．会場レイアウト例

子どもが集まるスペース

大型ディスプレイ

スキャナー

専用紙

スタッフ

※低めの台

イス

イス

イス

制御PC

カラーペン

１）スポットイベント ２）常設

テーブル テーブル

受付

イス

イス

イス

イス

イス

イス

イス

イス

イス

子どもが集まる
スペース

中型ディスプレイ

レジ・案内カウンター

スキャナー

制御PC

スタッフ
※通常業務と兼務

専用紙

カラーペン
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８．ぬりえGAウゴーク！ オプション

オリジナルデザイン用紙 オリジナルデザイン背景

広告・宣伝

裏面

スタンプラリー用紙 クーポン券専用紙

（１）カスタマイズ

一押しのキャラクターやご当地キャラ、
イベントコンセプトに合わせて、お客様オ
リジナルのぬりえGAウゴーク！を製作する
ことが可能です。また、専用紙の裏面を活
用することでリアル店舗への送客や物販の
売上向上など が可能になります。(オリジ
ナルデザインおよび、裏面のカスタマイズ
は別途有償となります)
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（２）缶バッチ

ぬりえGAウゴーク！で描いた絵を、缶バッチに
して持ち帰ることができるワークショップ
です。通常の缶バッチづくりは、缶バッチ
サイズの小さい用紙に絵を描きますが、ぬりえ
GAウゴーク！専用紙に描いた絵を缶バッチサイ
ズにするので、大きな用紙にお絵かきができます。

描いた絵をスキャンし、画面で動く
様子を見て楽しみます。

その場で缶バッチサイズに縮小した絵を
印刷し、缶バッチに加工します。

描いた絵と缶バッチの
両方をお持ち帰りいただきま
す。

① ② ③
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※ガーメントプリンターは株式会社リコー様の製品です。生地をカセットにセットします プリントが終了したら カセット毎仕上げ機へセット

ガーメントプリンターとは？

ガーメントプリンターは、気軽にTシャツやトートバッグに印刷可能なガーメントプリンター
です。店頭にも置けるコンパクト設計で、定着作業も簡単・安全に行えます。約10分で布地
に印刷ができます。

（３）ガーメントプリンター

ぬりえGAウゴークで描いた絵を、トートバッ
グやTシャツに印刷して持ち帰ることができる
ワークショップです。
私生活で利用できる「1点もの」を制作する
ことができるため、有償イベントやレシートと
引き換えに参加できるイベントなど、様々な
企画が可能です。
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ぬりえGAウゴーク！ 事例

573名の参加者にイベントを楽しんでいただきまし
た。行列ができる盛況ぶりで施設担当者より高い評
価をいただきました。
①利用テーマ：昆虫
②集客人数：573名/2日間

大型商業施設イベント

児童書関連イベント

児童書の展示会にて子ども向けイベントの企画の
一つとしてご利用いただきました。3日間通じて、
354名の参加者がおえかきを楽しみました。
①利用テーマ：水族館
②集客人数：354名/3日間

地域イベント

地域の子ども向けイベントの企画の一つとしてご利
用いただきました。1日限定イベントでしたが、
200名以上の方が参加しました。
①利用テーマ：水族館
②集客人数：200名以上/1日間
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水族館の常設イベントとして導入いただきました。
絵に描いた海の生きものが約10mの巨大スクリーン
の中で泳ぎ回ります。
①利用テーマ：水族館
②集客人数：常設設置

水族館

企業ファミリーイベント

大手証券会社のファミリーイベントで利用いただき
ました。ご担当者からは、大好評だったので来年も
利用したいと高い評価をいただきました。
①利用テーマ：水族館、シティ
②集客人数：300名以上/1日間

屋内遊び場での限定イベント

屋内遊具施設にて人数限定イベントを開催しまし
た。キャラクターとタイアップしたイベントを運
営し、大盛況でした。
①利用テーマ：カスタマイズ
②集客人数：50名/1日間
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施設内にある屋内遊び場に常設ツールとして導入いた
だきました。担当者より、おえかきパラダイス目当て
で来られる方もいると高い評価をいただきました。
①利用テーマ：シティ
②集客人数：常設設置

ぬりえGAウゴーク！ ペーパークラフト 事例
屋内遊び場

自動車ディーラー

新店舗の開店記念イベントに採用いただきました。
塗り絵した展開図が画面の中で組み立てられる様子
を見て多くのお子様が楽しんでいました。
①利用テーマ：シティ
②集客人数：100名以上/2日間

企業ファミリーイベント

大手自動車メーカーのファミリーイベントに採用い
ただきました。当日は300名以上のご家族が楽しみ
ました。
①利用テーマ：シティ
②集客人数：300名以上/1日間
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週末イベントとしてご利用いただきました。店内の
キッズイベントで大型のスクリーンに投影しました。
100名以上が参加し、待ち列もできるなど大盛況で、
集客に大きく貢献しました。
①利用テーマ：サーキット
②集客人数：100名/1日間

ぬりえGAウゴーク！ レース 事例
大型書店

参考動画
クリスマスヴァージョンもあります！



17

きんぎょレース

コントローラーを振って金魚を泳がせ、順
位を競います。コントローラーは上下に大
きく振るのがポイント。子どもたちが体を
動かして参加でき、会場をにぎやかに演出
できます。

遊び方

①チュートリアルに沿ってコント
ローラーの振り方を練習しよう

②レース本番。
コントローラーを振って金魚を泳が
せよう(初期設定は2周/変更可能)

③結果発表。
1位から4位までの順位が発表されます
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ラインナップご紹介

2020年4月



春

夏

秋

冬

ペーパークラフト

・ひなまつり
・イースターエッグ
・こどもの日
・牧場
・水族館
・深海生物
・昆虫
・南極
・ハロウィン
・敬老の日
・クリスマス
・お正月
・節分
・ひこうき
・宇宙
・車（サーキット、シティ）
・鉄道
・レース

P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37その他

レース

NEW ・恐竜
・金魚
・忍者
・おばけ

P38
P39
P40
P41
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待望！恐竜バージョン
これまで多くのご要望をいただい
ていた「恐竜バージョン」がつい
に登場します！
自由な発想で恐竜を描いてスキャ
ンしよう！

NEW 恐竜

専用紙

※画面イメージ、専用紙は変更になる場合がございます。
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NEW 金魚

特徴

大人も楽しく参加したり鑑賞したり
できるものを・・・と企画しました。
プロジェクターを使った大画面投影
がおすすめです。

大人も楽しい
繊細な金魚のぬりえは、子どもだ
けでなく大人も一緒に楽しむこと
ができます。
スキャンすると、画面に広がる幻
想的な空間を美しく泳ぎ回ります。

専用紙

※画面イメージ、専用紙は変更になる場合がございます。



22

専用紙

NEW 忍者

忍者をテーマに
忍者のぬりえに色を塗ってスキャ
ンすると、画面の中を動き回りま
す。忍者ショー、忍者体験などが
できるレジャー施設はもちろん、
商業施設、店舗イベントなどに幅
広く取り入れていただけます。

※画面イメージ、専用紙は変更になる場合がございます。
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専用紙

NEW おばけ

ちょっと意外なテーマで
一つ目小僧にろくろ首・・・
いろんなおばけを描いてみる、
ちょっと変わったテーマのおえか
きパラダイスです。お化け屋敷や
肝試しなどのホラーイベントも人
気となる夏休みに向けた、新ライ
ンナップです。

※画面イメージ、専用紙は変更になる場合がございます。
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楽しい雛人形を作ろう！

専用紙

お内裏様とお雛様の顔を描いたり
着物をカラフルに塗ったりして楽
しめます。

春 ひなまつり

特徴

専用紙右側を切り取って雛
段を組み立てることで、ぬ
りえをしたお内裏様とお雛
様を飾ることができます。
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かわいい動物を描こう！

専用紙

可愛らしい気球から「たまご」が
落ちてきて、中から動物が出てき
ます。

春 イースターエッグ

特徴

裏面は可愛い気球のぬりえ
になっています。動物を描
いた後は、ぬりえで楽しめ
ます。
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自分だけの鯉のぼりを作ろう！

専用紙

鯉のぼりに乗った男の子、女の子
が青空を飛び回ります。

春 こどもの日

特徴

ぬりえを切り抜いて割り箸
と接着することで、鯉のぼ
りが作れます。
イベント参加後もご自宅で
楽しめます。
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牧場の動物を描こう！

専用紙

牛やひつじを描いて取り込むと牧
場の中を自由に歩き回ります。

春 牧場

特徴

専用紙はぬりえ形式で顔や模様を自由に
描けるようになっています。小さなお子
さまから楽しむことができます。
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海の生き物を描いてみよう

専用紙

魚は素早く、タコやイカはゆらゆ
らと泳ぎ回ります。夏休みのイベ
ントをはじめとして季節を問わず、
一番人気の定番テーマです。

夏 水族館

特徴

絵の縦横比を認識して動き方を判断し
ます。自由に絵を描けるので小学校低
学年のお子さまにおすすめです。
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話題の深海テーマが登場

専用紙

「深海展」が話題になるなど、人
気が高まっている深海生物のぬり
えに挑戦できます。水族館とあわ
せてのご利用もおすすめです。

夏 深海生物

特徴

専用紙は、あんこう、クリオネ、ダイオ
ウグソクムシ、オウムガイの4種類を用意。
それぞれに簡単な解説を記載し、深海生
物の特徴を学べるようになっています。
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いろいろな昆虫を想像して
描いてみよう

専用紙

ちょうちょう・とんぼの羽を想像
して描いたり、好きな色の花を描
いたりして取り込むと、カラフル
な昆虫の世界ができあがります。

夏 昆虫

特徴

専用紙の線画に羽や花を描き足して絵が
完成します。昆虫図鑑を用意して、知育
要素を取り入れたワークショップの開催
もおすすめです。
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南極の動物を描こう！

専用紙

ペンギンやアザラシを描いて取り
込むと、氷の上を自由に動き回り
ます。暑い夏にぴったりのテーマ
です。

夏 南極

特徴

専用紙はぬりえ形式で顔や模様を自由に
描けるようになっています。小さなお子
さまから楽しむことができます。
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さまざまなハロウィンの
世界をつくろう

専用紙

ハロウィンイベントに合わせて、
かぼちゃ、ゆうれい、コウモリ、
魔女の４種類のぬりえをご用意し
ました。

秋 ハロウィン

特徴

かぼちゃやゆうれい、コウモリに顔や体、
飾りを描き足します。ゼロから絵を描く
ことがまだ難しい年齢のお子さまも楽し
く参加できます。
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感謝のメッセージを書こう

専用紙

秋 敬老の日

特徴

メッセージが読めるようにメッセージ
ボードはゆっくりと動き回ります。写真
や動画を撮って、記念に残しましょう。

おじいちゃん、おばあちゃんへ感
謝の気持ちを込めて、似顔絵と
メッセージを書いて画面に表示す
ることができます。
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欲しいプレゼントを
描いてみよう

専用紙

冬 クリスマス

特徴

サンタが運んできたプレゼントは、クリス
マスツリーのオーナメントになって飾られ
ます。お友達が欲しいプレゼントは何か？
などみんなで盛り上がることができます。

クリスマスに欲しいプレゼントを
描いて取り込むとサンタが運んで
きます。ゆきだるまはツリーの周
りを楽しく飛び回ります。
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華やかなお正月を
おえかきしてみよう

専用紙

冬 お正月

特徴

初売り、セールなど店舗への集客が見込
めるお正月は、一定額以上購入の方限定
イベントなど、商品の販売と結びつけた
企画にもおすすめです。

たこや獅子舞、だるまなど、お正
月を彩る華やかなイラストが画面
の中を動き回ります。
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節分の鬼を描いてみよう

専用紙

冬 節分

特徴

裏面は切り抜いて鬼のお面を作ることが
できるようになっています。イベント参
加後もご自宅で楽しめます。

鬼のぬりえが桃太郎の仲間たちと
一緒に鬼が島の中を動き回ります。
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飛行機を飛ばそう

専用紙

その他 ひこうき

特徴

ぬりえ形式なので小さなお子さまでも楽
しめます。

飛行機や気球など空を飛ぶ乗り物
のぬりえを取り込むと自由に飛び
回ります。
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宇宙の乗り物を飛ばそう

専用紙

その他 宇宙

特徴

お子さまが好きなロケットやUFOを自
由な発想で描くことができます。

ロケットやUFOなどの宇宙の乗り
物を自由に描いて取り込むと画面
の中を動き回ります。
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自分だけの車を走らせよう

専用紙

ペーパークラフト 車（シティ・サーキット）

車のペーパークラフトに色を塗っ
てスキャンすると画面の中を走り
回ります。ペーパークラフトは切
り取って組み立てることもできま
す。

トラック 乗用車

バス
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自分だけの鉄道を走らせよう

専用紙

ペーパークラフト 鉄道

鉄道のペーパークラフトに色を
塗ってスキャンすると画面の中を
走り回ります。実在のモデルの
ペーパークラフトを作成すること
も可能です。
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描いた車で競争しよう

専用紙

レース レース

コントローラーを振って描いた絵
を走らせることができます。最大
４人が同時に参加でき、２人や３
人の場合はコンピューターとの競
争ができます。

特徴

早く振ると加速し、振るのをやめると減
速する簡単なルールのため、未就学児か
ら楽しめます。
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