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1リアル宝探しについて

年間

エリアでの展開 万人の参加者数

年間

％の

参加者満足度

万人の

会員数保有

2001年から“宝探し”をビジネス展開！
【宝】を探し出す喜びを全ての人に提供するべく、日々宝探しを広めています。

子供から大人まで楽しめる



2タカラッシュが提供する価値

タカラッシュが提供する価値とは、宝を探し「 宝物 」を手に入れる喜び。

賞金 見たこともない景色や場所 豪華な食事 特別な体験金銀財宝

宝探しを通じて【宝物（欲しいモノ）】を自分で努力して手に入れる
“感動”や、”達成感“をリアルに体感できます！

＜その他、タカラッシュの提供するビジネスモデル＞

その他にも、様々な形態のビジネスモデルがございます！

研修、社員旅行、
チームビルディング…
様々な団体イベントに

オススメ！

テーマパーク地域活性化 企業プロモーション商業施設

＜トレジャーロワイアル＞

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=USr4gA/C&id=C2D3BF4A100ECEDB7AD3200D63549708F559751B&thid=OIP.USr4gA_CP8GKF7NvjMuCrAHaE-&q=%e8%b3%9e%e9%87%91100%e4%b8%87%e5%86%86&simid=608027432600600934&selectedIndex=0


3「トレジャーロワイアル」とは

1チーム5～6名で
チーム分けをします。

謎解きに挑戦し、
スマートフォンを使用しながら

エリアに隠された宝を探し出します。

より多くの宝物を集めて
順位を競い合います。

《導入場面》 社員旅行／新入社員研修／労働組合イベント／修学旅行 etc.

全国各地にコース展開 2,000名でも対応可能所要時間2～3時間

年間300を超えるお客様ご利用いただいている

団体版 屋外リアル宝探しプログラムです！
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トレジャーロワイアルはチームビルディングに最適です！

①トレジャーロワイアルの魅力

ＰＯＩＮＴ①
自然と会話ができる仕組みで
コミュニケーションを促進！

ＰＯＩＮＴ②
熱中させる仕組みで
能動的参加が促せる！

ＰＯＩＮＴ③
リアルに体験する仕組みで
イベント効果が持続！

３つのポイント

隠された50個の宝を
すべて集めるのは不可能！
優勝するためにはチームでの
作戦立てが必須のため、
自然と会話が生まれます！

全員で考え行動する宝探しは
記憶に残る共通体験に！
イベント後も宝探しが
会話のきっかけになる等
持続的な効果をご提供します！

イベント中はリアルタイムで
ランキングが変動！
抜きつ抜かれつの熱戦は
参加者の競争心をあおり
参加意欲を倍増させます！



5プログラムの世界観

ここは、かつて世界中の船乗りが恐れた
伝説の大海賊 ラッシュロワイアルのアジトだった町。

この町には、彼が生前に集めた数多くの宝物が
いまだに眠っているという言い伝えがある。

この言い伝えを信じ、今日も多くの海賊がこの地に降り立った。

最も多くの宝物を見つけ出した海賊団にはさらなる褒美が与えられる！

「知力・体力・精神力」すべてを駆使した、
世紀のお宝争奪バトルが今始まる！

集める宝物は？

集める宝物は、各問題に設定された『ゴールド』

獲得できるゴールドは１０Gから５００Gと問題によって様々！



6参加風景例プログラムの流れ

制限時間内に、どれだけ多くの宝（ゴールド）を見つけ出し
ポイント獲得できるかをチームごとで競い合います！

宝探し 表彰式ゲーム登録／ルール説明

約120分約15分

参加キットやスマートフォンを使い、
4種類の方法で宝物とゴールドを集めて
競っていただきます。

＜宝物とゴールドの集め方＞
①GPS問題 ②宝箱問題
③紙面問題 ④アクティビティ問題

制限時間内に再集合し、
表彰式にて順位発表と
解説を行います。

※室内で行う場合、別途、
会場手配をお願いします。

参加キットを配布し、
ルール説明を行います。
(室内・屋外どちらでも可)

※室内で行う場合、別途、
会場手配をお願いします。

スマートフォンで
QRコードを読み込み
ゲーム登録を行います。

※チームに最低1台、
GPS付きスマートフォン
をご用意ください。

約20分

【ゲーム登録について】
専用QRコードを読み込み、ブラウザ上でご登録いただくので、アプリのダウンロードやメールアドレスの登録などは一切不要です。

※通信料はお客様にご負担いただいております。（過度な通信料はかかりません）
※対応機種は別途お問い合わせください。



7参加キットイメージ

参加キットに書かれた4種類の問題を解読し、宝を集めます。

参加キット表【A2サイズ】：地図面 参加キット裏【A２サイズ】：謎面

※参加キットは各チームへ2部ずつお渡しします。

①GPS問題 ②宝箱問題 ③紙面問題 ④アクティビティー問題

問題を解読し、
実際に隠された

宝箱を探し出す問題。

移動する必要がなく、
宝の地図上だけでキーワードを

特定できる問題。

当日指定する場所にて、
チーム全員でミッションに

挑戦する問題。

問題を解読し、
GPS機能を使って
宝を探し出す問題。
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問題イメージ

4枚の問題用紙を組み合わせないと宝の地図は完成しないので
チーム全員で問題に取り組む必要があります！

膨大な問題数をどう解くか、チームの作戦立てが必須！
同じ目標に向かって努力することで、チームの結束力が高まります。

問題を解くと、宝が隠され
ている場所がわかります。

捜索範囲マップから宝の
在りかを探し出し、実際
にその場所に向かいます。

宝の在りかに到着したら、
サイト内の「GPS検索」を
使用します。場所が正しければ、
ゴールドが獲得できます。

広大な捜索範囲に隠された宝は35個！
問題を解読し宝の在りかを突き止め、実際にその場に向かいます！

宝の集め方 ①GPS問題
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4枚の問題用紙を組み合わせないと宝の地図は完成しないので
チーム全員で問題に取り組む必要があります！

宝箱問題は簡単には解けませんが、その分大量ゴールド獲得のチャンス！
困難を乗り越えた先に得られる達成感を体験できます。

問題イメージ

問題を解くと、宝箱が隠さ
れている場所がわかります。

捜索範囲マップから宝の
在りかを探し出し、その
場所に向かうと実際に宝
箱が隠されています。

宝箱に書かれたキーワード
をサイト内の「キーワード
登録」に入力します。
正解するとゴールドが獲得
できます。

問題を解き、宝の在りかへ向かうと実際に宝箱が！？
エリア内に隠された5つの宝箱を探し出します！

宝の集め方 ②宝箱問題



10

4枚の問題用紙を組み合わせないと宝の地図は完成しないので
チーム全員で問題に取り組む必要があります！

どこでもゴールド獲得ができるため、移動中の隙間時間等で挑戦可能！
会話が途切れることなく、チーム内の親睦も深まります。

問題の解き方

問題を解くと、
答えのキーワードがわかります。

紙面問題は移動の必要なし！
問題を解いてその場でゴールドが獲得できます！

獲得ゴールドの貯め方 ③紙面問題

キーワードをサイト内の
「キーワード登録」に入力
します。
正解するとゴールドが獲得
できます。
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4枚の問題用紙を組み合わせないと宝の地図は完成しないので
チーム全員で問題に取り組む必要があります！

チーム全員の参加が必須！
年代や役職問わず参加者全員で盛り上がれます。

指定された場所で、
5つのアクティビティに挑戦いただきます！

問題イメージ

ルール説明時に、
アクティビティを行う
時間と場所を指定します。

Ex)じゃんけんゲーム
早口言葉ゲームetc…

チーム全員がそろったら、
簡単なミッションに挑戦！
成功するとキーワードを
手に入れることが出来ます。

獲得ゴールドの貯め方 ④アクティビティ問題

手に入れたキーワードを
「キーワード登録」に入力すると
ゴールドが獲得できます。

※アクティビティは、幹事様や先生または代理店様に
運営をお願いしております。

（運営人員の確保が難しい場合はご相談ください。）



12参加風景例バトル要素

先着制限 リアルタイムランキング

バトル要素を組み込むことで、より一層の盛り上げを演出！

問題1つ1つに先着制限が設定されており、
高得点の問題ほど入手困難になっています！

全チームが手に入れられる宝

ほとんどのチームが手に入れられる宝

少数のチームが手に入れられる宝

一握りのチームが手に入れられる宝

各チームのランキングがリアルタイムで確認出来るので、
白熱状態を作り出し、競争心を高めます！

思わず本気になる仕組みで、参加者の自然な姿を引き出します！
普段は見れないアノ人の一面が明らかに！？

個別の順位も確認可能！
自分たちの順位が一目瞭然なので
俄然やる気がみなぎります。

ゲーム終了直前、
各チームのランキングと
個別の順位は自動的に非表示となります。
最終順位は表彰式までわかりません！



13参加風景例表彰式

最後に表彰式を行い、解説と順位発表を行います。
参加者全員で盛り上がる場を作ることで、共通の思い出として記憶に残ります！

景品について

上位チーム、ブービーなど、表彰対象を決めた上で
賞品をご用意いただくと表彰式が盛り上がります！

賞品手配オプション

１位…１０万円分
２位… ３万円分
３位… １万円分

上位3チームに、全国百貨店共通商品券をご用意！ブービー賞のご提案も可能です！

ブービー
罰ゲーム賞品

《表彰対象のイメージ》
・上位３チーム

・飛び賞（キリの良い数字やイベント日の日付など）
・ブービー賞
・フォト賞 etc..

《賞品のイメージ》
・現金やクオカード
・商品券や旅行券
・ご当地グルメ
・テーマパークのペアチケット
・連続休暇5日分 etc…

※会場はお客様にてご手配ください（屋外での実施も可能です）
※お客様にて行っていただく場合がございます。
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◎開催目的：トレジャーロワイアル 関係者向け体験会

◎日付：2018年6月3日

◎参加者数：60名 （13チーム）

◎プラン：トレジャーロワイアル お台場コース

概 要

参加者コメント

◆時間制限の中、チームの結束・リーダーシップ・戦略を瞬時に練る必要があり、
今までにないイベントで楽しかった。

◆ここまで歩き回ってみんなとみる協力することはなかなかないのでいい機会になりました。

◆やる前はちょっと・・・という感じでしたが、やり始めると気づいたら先頭を歩いていました。

◆自分の役割や立場を考える大きな機会でした。

◆スタッフさんの盛り上げがとても上手で、すごく楽しかったです。

◆初対面の方とチームを組んだのですが、終わる頃には信じられないくらい仲良くなれました。

◆宝箱を見つけたとき、思わず子供みたいに叫んじゃいました。

◆謎解きがあまり得意ではなかったのですが、簡単なものもあってしっかり楽しめました。

◆優勝したかったですが結果は2位でした。絶対また参加して優勝したい！

◆アクティビティ問題がすごく楽しかった。

◆上司に負けたくない一心で頑張りました。ランキングをみれるのが面白かったです。

62%

38%

Q1-1(大変満足 Q1-2(満足

体験会での参加者満足度は100％！

満足度
100％

実施事例



15参加風景例雨天対応について・その他 FAQ

その他 FAQ

◆当日の持ち物を教えてください
→GPS機能付のスマートフォン、筆記用具、雨具、動きやすい服装と靴をご用意ください。

◆1チーム当たりの人数を教えてください
→通常5～6名程度をおすすめしています。チーム毎の人数に差がないように調整をお願いします。

◆幹事も参加できますか？
→基本的にはアクティビティの運営に入っていただきます。
幹事様も宝探しに参加される場合は、その分のスタッフを追加派遣いたします。(別途追加費用が掛かります。)

◆子どもだけでも参加できますか？
→街中を自由に歩き回るプログラムの性質上、お子様のみでの参加は難しくなっております。
親子参加であれば、大人が捜索や謎解きを手伝う形でご参加いただけます。

◆捜索中、危険な場所に行くことはありますか？
→安全な場所に宝物を隠しておりますので、ご安心ください。
（穴を掘る、木に登る、立ち入り禁止のエリアに入るなどといった危険な行動は伴いません。）

＜雨天時対応プログラムご利用上の注意＞

◆一般団体のみ実施が可能です。 ※学生団体は対応しておりません。

◆運営スタッフと合流する2時間前までにご連絡ください。

◆お食事会場や会議室など、着席が可能な会場をご用意ください。

◆約1時間30分～2時間のプログラムです。（多少の時間調整であれば可能です。）

激しい動きは伴わないため、雨の中でもお楽しみいただけます！
ご希望に応じて“雨天時対応の室内プログラム”に切り替えることも可能です。



16まとめ

年間300以上の団体様にご実施いただける理由。

満足度93％以上！

「知力・体力・行動力…」困難な壁に立ち向かう仕組みと、宝を手に入れた時の達成感はやみつき！

観光も楽しめる！

全国各地の観光地や施設がコースに設定されているので、観光とイベントが同時に楽しめる！

参加意欲を掻き立てる！

スマートフォンを使ったリアルタイムのランキングで、最後までどきどきの展開！

雨の日でも安心！

室内で実施できる「雨天時対応プログラム」に切り替え可能！

※「雨天時対応プログラム」は一般団体のみ利用可能です。学生団体は利用できませんのでご注意ください。
（事前に会場手配をお願いします）



17決定から実施までの流れ

タカラッシュに
申し込み

担当者宛てに、
下記内容をお伝えください。

＜お申込み内容＞
・団体名
・希望日時
・希望コース
・人数
・その他

現地と弊社の空き状況が
確認出来ましたら、
そのまま本予約となります。

予約確認書
発行

メールにて予約確認書類を
お送りします。
料金、キャンセル規定、
プログラム注意事項など
書類内容をご確認ください。

ご署名の上、
ご返信いただきましたら、
本予約となります。

ご返信いただけない場合、
実施が出来ませんので、
必ずお送り下さい。

詳細事項
打ち合わせ

宝探しのスケジュールや、
参加者情報など、
当日の実施について、
打ち合わせを行います。

現地の確認やスタッフを
管理している「調整担当者」
より、ご連絡いたします。

最終人数確定

参加者の最終人数と
チームメンバー表を、
期限までにご提出ください。

「実施5営業日前」の
17：00時点のご人数にて
精算いたします。

宝探し実施

スタッフと合流後、
リアル宝探しスタート！！

「雨天時対応プログラム」
をご利用の場合、スタッフ
と合流する2時間前までに、
ご連絡をお願いします。

実施当日実施5営業日前１ヶ月前～２週間前実施１ヶ月前まで

※実施15日前(土日・祝日の場合はさらにその1営業日前)の17時でスタッフ人数が確定、ご請求となります。



18コース一覧

県名 エリア 備考

北海道 札幌

北海道 函館 2020年5月オープン予定

福島 スパリゾートハワイアンズ ※別途、入場料を施設様にお支払いいただきます

栃木 鬼怒川

茨城 大洗

千葉 マザー牧場 ※別途、入場料を施設様にお支払いいただきます

東京 お台場 ※オリンピック、パラリンピックの関係で、現地の状況が変わる可能性がございます

東京 日本橋 2020年5月オープン予定

神奈川 横浜

神奈川 鎌倉

神奈川 箱根

山梨 河口湖

静岡 熱海

愛知 愛・地球博記念公園

長野 軽井沢

滋賀 長浜

京都 嵯峨野

大阪 大阪城公園 ※土日祝日に実施の場合、実施時間に関わらず運営スタッフ宿泊費用が発生します

大阪 万博記念公園 ※別途、入場料を施設様にお支払いいただきます

兵庫 神戸ハーバーランド

福岡 博多

長崎 ハウステンボス ※別途、入場料と施設利用料（250円/名）を施設様にお支払いいただきます

※実施には現地への確認が必要となり、回答には時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。



19北海道 –札幌–

＜捜索範囲マップ＞ ＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり

①大通公園

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

◆コース特徴◆

●大通公園の広さを体感出来るコース。また、道が分かりやすいので迷子の心配はあまりなし。
●数百名規模の団体でも利用可能。

◆エリア情報◆

＜捜索範囲の広さ＞縦…0.8ｋｍ（徒歩約１０分）／横…1.6ｋｍ（徒歩約20分）
区画整備された平らな道が多く、とても歩きやすい。

※バスは、大通公園のさっぽろテレビ塔付近で参加者降車後、回送必須。
※月曜日（祝日の場合は翌日）は、謎１問の答えの場所が利用不可。
※準備・片付け時間の関係で、宝探し実施は１０時～１８時の時間帯となります。

・キリンビール園本館
・サッポロビール園

・札幌市時計台
・さっぽろテレビ塔
・定山渓温泉

（さっぽろテレビ塔付近）



20北海道 –函館–

Coming soon



21福島 –スパリゾートハワイアンズ–

◆コース特徴◆

●プールや温泉施設が楽しめる。
●館内完結なので、家族イベントや学生団体のイベントも安心！

◆エリア情報◆

＜捜索範囲の広さ＞縦…0.8ｋｍ（徒歩約１０分）／横…1.2ｋｍ（徒歩約１５分）
整備された平らな道が多く、高低差はそれ程なし。

ホテルは捜索範囲外

捜索範囲外

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・パーム
・そば処 与一
・ルアウフードコート

・アクアマリンふくしま
・いわき市石炭・化石館
・いわきマリンタワー

②コンベンションホール①ハワイアンズロビー

＜捜索範囲マップ＞ ＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり
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◆コース特徴◆

◆エリア情報◆

＜捜索範囲の広さ＞縦…0.5ｋｍ（徒歩約７分）／横…1.9ｋｍ（徒歩約２４分）
平坦な道が多いが、一部階段や坂道を上り下りする所あり。

●鬼怒川に架かるいくつもの橋を渡れるので、鬼怒川の様々な風景を楽しめる。
●多くのホテルがあるので、大人数の団体も楽しめる。

栃木 －鬼怒川－

※バスは、鬼怒川温泉駅前広場でルール説明をする場合は回送。
楯岩公園でルール説明の場合、2台分の駐車スペースあり。
（無料だが予約等不可）

※車いす・ベビーカーでは行きづらい箇所が一部あり。

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・あさや
・きぬ川ホテル三日月
・鬼怒川観光ホテル

・日光
・川治温泉
・東武ワールドスクエア

②楯岩公園①鬼怒川温泉駅前広場

＜捜索範囲マップ＞ ＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり



23参加風景例リアル宝探しについて①茨城 –大洗コース–

●解ききれないほどの問題数、回り切れないほどの広範囲の中で、チーム力が試される
●大洗の街を網羅。観光を兼ねての実施が可能。

＜捜索範囲の広さ＞
縦…2.5ｋｍ（徒歩約３０分）／横…5.5ｋｍ（徒歩約６０分）
※整備された道ばかりなので、歩きやすいが、広い

※基本は、下記大洗ホテルをお勧めしております。

＜捜索範囲マップ＞ ＜お勧めスタート地点＞（屋外）※当日の状況によっては変更となります。

◆コース特徴◆

◆エリア情報◆

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・大洗ホテル

・アクアワールド茨城県大洗水族館
・めんたいパーク



24参加風景例リアル宝探しについて①千葉 –マザー牧場–

●２５０ヘクタール（東京ドーム約６０個分）の広大な敷地のため、大人数の団体様も同時に楽しめる。

●ＢＢＱと合わせる団体が多く、動物との触れ合いも楽しめる。

●季節によって営業時間が異なるので、スタート・終了時間に注意。

＜捜索範囲の広さ＞縦…0.6ｋｍ（徒歩約１０分）／横…1.6ｋｍ（徒歩約２０分）

整備された道や芝生が広がる。高低差が多少あり。

※別途施設入園料が発生。
※準備の関係で、宝探し開始は１０時以降となります。
終了時間は季節の営業時間により異なります。

◆コース特徴◆

◆エリア情報◆

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・ジンギスカンガーデンズ
・バーベキューテラス

・東京ドイツ村
・海ほたる
・お台場

②みどりのひろば①まきばの広場

＜捜索範囲マップ＞ ＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり



25参加風景例リアル宝探しについて①東京 –お台場コース–

◆コース特徴◆

●一般、学生問わず利用数多い。

●食事会場が多い（アクアシティ、デックス東京ビーチ、ダイバーシティ 等）

◆エリア情報◆

＜捜索範囲の広さ＞縦…0.8ｋｍ（徒歩約１０分）／横…1.2ｋｍ（徒歩約１５分）
整備された平らな道が多く、高低差はそれ程なし。

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・ラ・ボエム＠メディアージュ
・太陽楼＠アクアシティ
・大江戸温泉物語

・レインボーブリッジ
・等身大ガンダム
・フジテレビ

②フジテレビ横デッキ①夢の広場

＜捜索範囲マップ＞ ＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり
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＜捜索範囲マップ＞

●仕組みが特殊（問題７問。２枚の地図を重ね合わせて謎を解く）。

●日本橋の歴史あるスポットを巡れる内容なので、日本橋新旧の文化に触れることが出来る。

＜捜索範囲の広さ＞縦・・・１．２ｋｍ（徒歩約１５分）／横・・・０．５ｋｍ（徒歩約６分）
車の交通量が多いが、道は歩きやすい。迷子に注意。

※バスは回送必須

※捜索範囲まで徒歩約１０分

東京 –日本橋コース–

◆コース特徴◆

◆エリア情報◆

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・鉄鋼会館
・TKP東京駅前カンファレンスセンター
・ベルサール八重洲

・日本橋
・日本銀行
・福徳神社

②丸の内南口団体待合所①堀留児童公園

Coming soon

＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり



27参加風景例リアル宝探しについて①神奈川 –横浜みなとみらい–

●一般、学生問わず利用数多い。

●ホテルを除くと、団体で入れる食事会場が少ない為、中華街を食事会場にする団体が多い。

＜捜索範囲の広さ＞縦…１ｋｍ（徒歩約１３分）／横…２ｋｍ（徒歩約２５分）
整備された平らな道が多く、高低差はほとんどなし。

※準備の関係で、宝探し開始は１０時以降となります。
※車いす・ベビーカーでは行きづらい箇所が一部あります。

◆コース特徴◆

◆エリア情報◆

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・ロイヤルパークホテル ・パンパシフェック横浜
・神奈川県民ホール ・ワークピア横浜
・産業貿易センター ・横浜情報文化センター ・波止場会館
・ヨコハマグランドインターコンチネンタル

・赤レンガ倉庫
・日本丸
・大さん橋

＜捜索範囲マップ＞

①赤レンガパーク

＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり



28神奈川 –鎌倉–

◆コース特徴◆

◆エリア情報◆

●屋外で集まれる場所は「鎌倉海浜公園」（鎌倉駅より約１ｋｍ）のみ。
●鎌倉の知られざるポイントを回れるので、観光としても楽しめる。

＜捜索範囲の広さ＞縦…2ｋｍ（徒歩約２５分）／横…２ｋｍ（徒歩約２５分）
範囲は広い。整備された道は多いが、車の交通量多い所もあり。

※車いす・ベビーカーでは行きづらい箇所が一部あります。

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・鶴ヶ岡会館
・鎌倉生涯学習センター
・鎌倉商工会議所

・鶴岡八幡宮
・銭新井弁天
・高徳院（鎌倉大仏）

①鎌倉海浜公園

＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり＜捜索範囲マップ＞



29神奈川 –箱根–

＜捜索範囲の広さ＞縦…1.5ｋｍ（徒歩約２０分）／横…0.6ｋｍ（徒歩約８分）
主要道路沿いを中心に移動するので、地理は分かりやすい。

◆コース特徴◆

◆エリア情報◆

●有名な箱根神社も捜索範囲に入っているので、参拝も合わせて行える。

●歩道が狭い所もあるので、車の往来に注意。

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・箱根関所旅物語館
・箱根ホテル
・山のホテル

・箱根神社
・箱根関所
・大涌谷

①湖畔展望館前広場

＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり
＜捜索範囲マップ＞



30山梨 –河口湖–

※車いす・ベビーカーでは行きづらい箇所が一部あります。

◆コース特徴◆

◆エリア情報◆

＜捜索範囲の広さ＞縦…1.6ｋｍ（徒歩約２０分）／横…1.1ｋｍ（徒歩約１４分）
範囲は広い。整備された道は多いが、一部小山に入る所もあり。

●天気によっては、広大な富士山を眼前に見られる。

●近くに富士急ハイランドもあり、セットで利用することもオススメ。

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・みはらし亭
・花水庭おおや
・山澄園

・河口湖大橋
・河口湖オルゴールの森
・浅間神社

①大池公園

＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり＜捜索範囲マップ＞
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＜捜索範囲の広さ＞縦…1ｋｍ（徒歩約１３分）／横…1ｋｍ（徒歩約１３分）
街中の為、道は舗装されており歩きやすいが坂道も多い。

静岡 –熱海–

●有名な温泉地なので、宝探し終了後に温泉に入る行程が多い。

●数百人規模収容可能なホテルも多いので、大型団体にもおすすめ。

◆コース特徴◆

◆エリア情報◆

※ホテルによっては、捜索範囲まで距離が離れている場合があり、
バス等の利用がオススメ。

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・熱海後楽園ホテル
・熱海 大観荘
・ホテルニューアカオ

・来宮神社
・お宮の松／貫一・お宮の像
・初島

②親水公園・ムーンテラス①サンビーチ

＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり＜捜索範囲マップ＞
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◆コース特徴◆

◆エリア情報◆

＜捜索範囲の広さ＞縦…0.9ｋｍ（徒歩約１１分）／横…1.5ｋｍ（徒歩約１９分）
ほとんどの道は整備されているが、一部山道あり。

●有名なサツキとメイの家も見られる（捜索範囲外）。

●月曜は園内施設は定休日（月曜日が祝日の場合は次の平日。宝探しの実施は可能）。

※準備の関係で、宝探し開始は１０時以降となります。
終了時間は季節の営業時間により異なります。

愛知 –愛・地球博記念公園–

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・地球市民交流センター

・サツキとメイの家
・トヨタ博物館
・岩崎城

②芝生広場①公園北入口付近

＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり＜捜索範囲マップ＞



33長野 –軽井沢–

※準備・片付け時間の関係で、宝探し実施は１０時～１７時の時間帯となります。
※謎1問の答えの場所（協力施設）が、１２～４月は休業となるため、
該当の謎を割愛する必要があります。

◆コース特徴◆

◆エリア情報◆

＜捜索範囲の広さ＞
縦・・・２ｋｍ（徒歩約２５分）／横・・・１．８ｋｍ（徒歩約２３分）
※範囲は広め。細かい道も多いので、迷わないように注意。

●周りを木々に囲まれた道も通るので、空気が澄んで気持ちいい。

●範囲が広いので、レンタサイクル活用もオススメ。

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・万平ホテル
・ホテルマロウド軽井沢
・軽井沢プリンスホテル

・白糸の滝
・雲場池
・鬼押し出し

①矢ヶ崎公園

＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり＜捜索範囲マップ＞



34滋賀 –長浜–

◆コース特徴◆

●長浜ゆかりのポイントを巡れる。

●長浜の歴史を取り入れたストーリーなので、日本史の知識も付く。

◆エリア情報◆

＜捜索範囲の広さ＞縦…1.6ｋｍ（徒歩約20分）／横…1.2ｋｍ（徒歩約１５分）
市街地を舞台としているため、道は歩きやすい。

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・長浜ロイヤルホテル
・北ビワコホテル グラツィエ

・長浜城
・黒壁スクエア
・竹生（ちくぶ）島

①豊（ほう）公園

＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり＜捜索範囲マップ＞



35京都 –嵯峨野–

◆コース特徴◆

●渡月橋や竹林、寺社仏閣等の景観が堪能出来る。紅葉の時期は特に混雑。

●範囲が広いので、レンタサイクルを使うと便利。

◆エリア情報◆

＜捜索範囲の広さ＞縦…1.6ｋｍ（徒歩約20分）／横…1.4ｋｍ（徒歩約１6分）
街中で、道が整備されているので歩きやすい。

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・レストラン嵐山
・レストラン良弥
・篩月（しげつ）※天龍寺境内

・天龍寺
・竹林の道
・渡月橋

①嵐山公園（中之島地区）

＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり＜捜索範囲マップ＞



36大阪 –大阪城公園–

◆コース特徴◆

◆エリア情報◆

※イベント実施許可取得の関係で、土日祝日に利用する場合、
運営スタッフ１名分の宿泊・拘束費用が発生します。

＜捜索範囲の広さ＞縦…1ｋｍ（徒歩約１３分）／横…1ｋｍ（徒歩約１３分）
全ての道が整備されているので歩きやすい。

●天守閣は範囲対象外なものの、通常は行かないような隠れスポットを回れる。

●公園の周りはホテル等が多くあり、実施後の食事会場として利用しやすい。

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・ホテルニューオータニ大阪
・ホテルモントレ ラ・スール大阪
・KKRホテル大阪

・大阪城
・海遊館
・通天閣

①バス専用駐車場付近

＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり

②大阪城前広場

＜捜索範囲マップ＞



37大阪 –万博記念公園–

◆コース特徴◆

◆エリア情報◆

＜捜索範囲の広さ＞縦…0.9ｋｍ（徒歩約11分）／横…1ｋｍ（徒歩約１３分）
全ての道が整備されているので歩きやすい。

●大阪万博開催時にパビリオンがあった場所も巡れるので、当時と現代の公園の様子を合わせて楽しめる。

●合わせてエキスポシティも楽しめる。

※入園料が別途発生。
※車いす・ベビーカーでは行きづらい箇所が一部あります。
※準備・片付け時間の関係で、宝探し実施は11時～16時の時間帯となります。

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・ホテル阪急エキスポパーク

・太陽の塔
・ひらかたパーク
・インスタントラーメン発明記念館

①もみじ川芝生広場

＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり＜捜索範囲マップ＞



38参加風景例リアル宝探しについて①兵庫 –神戸ハーバーランド–

＜捜索範囲の広さ＞縦…1.1ｋｍ（徒歩約１４分）／横…1.2ｋｍ（徒歩約１５分）
全ての道が整備されているので歩きやすい。道が細い所もあり。

◆エリア情報◆

●海を目前とした解放空間で、のびのびとした雰囲気で参加出来る。

●宝探し実施後は、有馬温泉などの温泉地に行く行程も多い。

◆コース特徴◆

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・メリケン食堂別館
・ホテルオークラ神戸
・神戸メリケンパークオリエンタルホテル

・ポートタワー
・北野異人館街
・有馬温泉

①umieモザイク側 沿岸

＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり＜捜索範囲マップ＞



39福岡 –博多–

＜捜索範囲の広さ＞縦…1.7ｋｍ（徒歩約22分）／横…1.5ｋｍ（徒歩約16分）
舗装された平たんな道が多いので歩きやすい。

◆エリア情報◆

●「博多祇園山笠」という博多の伝統行事を取り入れた謎。

●範囲内にバス駐車場がないため、会場を利用しない場合、バスは回送する必要あり。

◆コース特徴◆

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・ANAクラウンプラザホテル福岡
・グランドハイアット博多
・ホテルオークラ福岡

・櫛田神社
・博多ポートタワー
・マリンワールド海の中道

①天神中央公園

＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり＜捜索範囲マップ＞
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◆コース特徴◆

◆エリア情報◆

＜捜索範囲の広さ＞縦…1.4ｋｍ（徒歩約１８分）／横…0.6ｋｍ（徒歩約８分）
高低差もなく、整備された道ばかりなので、歩きやすい。

●オランダの街並みを鑑賞しながら宝探しに参加出来るので、異国情緒を感じつつ楽しめる。

●１５２ヘクタール（東京ドーム約３３個分）の広大な敷地のため、大人数の団体様も同時に楽しめる。

※別途、入園料と施設使用料（２５０円／名）が発生。
※宝探し実施可能時間帯は、施設営業時間による。

長崎 –ハウステンボス–

＜付近食事会場・会場＞

＜周辺観光スポット＞

・タワーシティプラザ
・レンブラントホール
・ホテル日航ハウステンボス

・九十九島
・グラバー園
・軍艦島

①入園ゲート前広場

＜お勧めスタート地点＞※当日の状況によって変更の可能性あり＜捜索範囲マップ＞


