
２０１１年８月
シャッフルぬりえＰｒｏｊｅｃｔ
運営会社 株式会社ピコトン 転載禁止



シャッフルぬりえとは、話題のｉＰａｄを用いた
子ども向けのワークショップイベントです！
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リリースからわずか１週間で、
ＡｐｐＳｔｏｒｅ教育分野２位！
直感的なタッチデバイスで教育の現場でも
注目されるｉＰａｄ。そのｉＰａｄを使っ
た新感覚のぬりえとしてアプリを公開した
ところ、９月１３日のリリースからわずか
６日目には教育分野、有料ａｐｐランキン
グの第２位にランクイン！ 総合有料ａｐ
ｐでも１５位と注目を集めています。
※２０１０年９月１８日現在
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誰も見たこともない、自分だけの
オリジナルぬり絵を作ろう！
見たこともない動物を作ることで、例えば
「ライオン＝黄色」などの固定概念をなく
し、子どもたちが生まれ持った自由な発想
を伸ばします。楽しく遊びながら「想像す
るキッカケ」を生むと同時に、子どものア
イディアやその基になった動物について会
話することで、親子間のコミュニケーショ
ンを創出することを目的に開発されました



子ども、保護者、そして社会に必要なこと。
シャッフルぬりえは想像するキッカケを与えます。
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『シャッフルぬりえ』とは、
自由な想像力でぬりえを作る遊び。
『シャッフルぬりえ』は話題のｉＰａｄを用いた
子ども向けのワークショップイベントです。「こ
の動物はどんな色？」「どんな性格なのかな？」
「何をして遊ぶの？」単純なぬり絵ではなく、遊
びの中でもっと深く想像し、空想することで、子
どもたちが本来持つ想像力を刺激し、可能性を引
き出していきます。

また、同時に保護者や家族の方は、子どもの作品
を通して、子どもが本来持っている想像力に気づ
き、接し方を意識するように変わります。

『シャッフルぬりえ』は遊んで学ぶ教育ツールで
あるのと同時に、親子の接し方を見直す、コミュ
ニケーションツールでもあるのです。

http://www.picoton.com



白い画用紙に自由に絵を描けない子どもたちが急増中
しかし、キッカケをあたえることで想像力が開花！！
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ワークショップ参加時には、
保護者の方へのお願いがあります
ワークショップでは「保護者の方へのお願
い」というメッセージを手渡し、子どもの自
由な発想を尊重するように呼びかけています。

これは単純に子どもの想像力を守るだけでな
く、保護者に子どもへの接し方を見直しても
らうことを目的としています。

「お母さん、ゾウって何色だっけ？」
固定観念を打ち破るためのキッカケづくり
ワークショップを開催すると、必ずこのような質問を
する子どもがいます。「好きに描いていいんだよ」と
いっても、日頃から想像することに慣れていない子ど
もには難しいものです。シャッフルぬりえでは、動物
を組み合わせるという「想像するキッカケ」を与える
ことで、子どもが本来持つ自由な想像力を刺激します。

http://www.picoton.com



シャッフルぬりえは、子どもに自由に想像する楽しさを伝え、
家族が一緒になって会話する手助けを行います！
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自分しか知らない動物だから、
大切な人に伝えたくなる！
「ライオン＝黄色」といった正解のないシャッフ
ルぬりえで生まれた動物は、その子だけのもの。
だからこそ、保護者の方や家族に知ってほしいと
思います。何を考え、何を思い描いたのか、それ
をしっかりと聞いてあげてください。

シャッフルぬりえは子どもの想像力育成をキッカ
ケに、家族の会話を生み、コミュニケーションを
深めます。

シャッフルぬりえ

家族への
共有

想像する
楽しさ

保護者の
理解

子どもの
想像力

保護者の
サポート

http://www.picoton.com

子どもと保護者の相互成長をサポート



これまでワークショップイベントに３５００人以上が参加。
参加者の９２.４％が「また参加したい」と回答！

05

2007.07.01
ワークショップコレクション2007

子ども向けワークショップで実績多数！
楽しいだけではない、意味のあるイベント
２００７年よりワークショップイベントとしてス
タートしたシャッフルぬりえ。有名なキッズ向け
イベントにも招待出展し、これまでに３５００人
以上が参加した人気のワークショップです。

２０１０年にはｉＰａｄ版の提供を開始し、より
手軽に楽しくリニューアルしました。

２０１１年キッズデザイン賞を受賞しました！

2007.07.１６
第１回世界ぬり絵大会

2007.１０.２７
よこはま動物園ズーラシア

2007.１２.１５
ＳｏｆｔＢａｎｋひかりが丘店

200８.０８.１２
ワークショップコレクション２００８

200９.８.１２
丸の内キッズフェスタ

200９.０８.２９
シャポー市川

20１０.０８.２１
シャポー市川

※ワークショップコレクション2007 105件より集計

【参加者の声】※アンケートより抜粋

200９.１１.２０
福井こども家族館

※ワークショップイベントは他にも多数実施 http://www.picoton.com



それぞれの開催条件に応じて、自由にカスタマイズ
色々なテーマを持たせたイベントに！！
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体験参加型のワークショップだからこそ、
記憶に残るメッセージを乗せて
子どもは直に体験することで、深く心に残り
ます。ただの遊びで終わらず、何らかのメッ
セージを加えることで、その理解度は格段に
アップ。教育や啓蒙だけでなく、広告や広報
などにもご活用いただけます。

②オープニングムービーの挿入
スタート前にショートムービーを差し込むことで、参加者に強
くメッセージを届けます。

③画用紙裏面のデザイン
持ち帰った作品は、裏面のメッセージまでしっかり見てくれま
す。しかも家族が目にする機会も多いのも特徴です。

※イメージ画像は環境バージョン

①開催場所にあわせたぬり絵のカスタマイズ
開催場所や条件にあわせて、動物版だけでなく、恐竜版や海
のいきもの版、自動車版など様々なものをテーマにした
シャッフルぬりえにカスタマイズ可能です。

※環境バージョン ※ＳｏｆｔＢａｎｋショップバージョン



シャッフルぬりえから広がる広報展開
子どもが集まり、地域住民に愛されるホームエリアに！
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⑤貴社専用Ｗｅｂサイトを制作！
イベント作品が並ぶ
Ｗｅｂサイトを制作。
貴社情報をあわせて
イベント告知から作
品公開までを行いま
す。ｉＰａｄギャラ
リーと併設となるた
め、参加者だけでな
く世界のユーザーの
目に触れます。

④ぬり絵作品をキャラクタ化
子どもの考えた動物をキャラクタ化。チラ
シやポップ、Ｗｅｂや広報誌などでご利用
いただけます。地元の子どものアイディア
がキャラになることで、地域の注目も高ま
ります。
またイベント当日、その場で子どものぬり
絵を１５分程度でキャラクタにするサービ
スも。プロのデザイナーのテクニックに、
大人も子どもも釘付けです。



ぬりえコンテスト実施で賑わいアップ！！
作品を壁に展示するだけでも、賑わい効果は得られます！
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思い出に残る大好きな場所に！
貴社にシャッフルぬりえを提案する理由
シャッフルぬりえをつかえば「子どもの想像力」
が詰まった魅力溢れる作品が集まります。
作品は見ているだけで楽しいのはもちろん、参加
者や展示を見てイベントを知った子どもたちが、
次回のイベントに参加したくなるきっかけになり
ます。
更に盛り上げるために、定期的にコンテストを行
い○○賞などを設定して表彰をすると効果的です。

http://www.picoton.com



・ｉＰａｄ ・プリンター
・無線ルーター（ＷｉＦｉ） ・設営マニュアル
・ＰＣ（初期設定に必要な場合あり） ・画用紙
・専用ｉＰａｄスタンド ・クレヨン
・ｉＰａｄ用充電ケーブル ・下敷き

※すべて弊社でご用意できます。ご相談ください。

シャッフルぬりえの設営に必要なスペースと機材
マルチチョイスで様々な条件に対応可能です！
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①イベント会場の場合
９０㎡の会場にｉＰａｄ２台、２４名収容を想定。

必要機材（条件に応じて変化します）

②店舗スペースの場合
６㎡の会場にｉＰａｄ１台、
７名収容を想定。

③キッズスペースの場合
２.２５㎡の会場にｉＰａｄ２
台、印刷なしで２人収容想定。

※イベントにはぬり絵を印刷して紙で行うものと、ｉＰａｄ上で行うものと２パターンのやり
方ができます。ｉＰａｄのみの方が省スペースですが、時間がかかりますのでご注意ください。



シャッフルぬりえ、イベントパッケージのご案内
手軽な単発パッケージから格安の常設パッケージまでご用意！
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ご用意いただくのは会場スペースと電源だけ！
全部お任せの「完全委託パック」

子どもの対応になれた弊社スタッフを派遣する単発イベント
パッケージ。負荷なくお手軽に実施していただけます。

楽

低コストだから長期開催でもお手ごろ！
簡単リース「常設１ヶ月パック」

必要な機材はすべてお貸し出しします。簡単マニュアルでお
手軽設営。長期間のイベント運営に最適です。

安

約300人／日

・スタッフ×３
・ソフト×２
・ｉＰａｄ×２
・プリンター×２
・無線ルーター×１
・基本セット

１日

最大参加人数リース商品期間

約300人／日

・ソフト×２
・ｉＰａｄ×２
・プリンター×１
・無線ルーター×１
・基本セット

１ヶ月

最大参加人数リース商品期間

年間契約＆機材なしの最安プラン
「ライセンス１２ヶ月パック」

必要機材を貴社で揃えていただけば、アプリのライセンスの
みの提供で運営できます。

最

約150人／日・ソフト×1
・基本セット12ヶ月

最大参加人数リース商品期間

※最大参加人数は２４人まで収容可能な会場を想定して算出しています。人数は条件等により異なりますので、予めご了承ください。
※基本セットの中身は、設営・運営マニュアルと設営に必要な印刷データです。詳細は次項。 ※価格等についてはお気軽にお問い合わせください。



すぐにイベントを開催できるスターターキット付属！
しかも、これら全部が基本セットに含まれて追加料金ゼロ
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①イベント告知ポスター／無料（A3）
②イベント告知ポスター／有料（A3）
③誘導案内板（A3）
④ブース看板（A3）
⑤説明看板（A3）
⑥スタッフ腕章（A4）
⑦クレヨン注意書き（A4）
⑧保護者向け説明書（A4）
⑨受付用紙（A4）
⑩発表用シャッフル島（A3）
⑪発表用生息エリア（A4）

さらにイベント担当者必読のノウハウ満載の「設営・
運営マニュアル」が入った基本セットが付属！！

① ② ③ ④

⑤ ⑥

⑦

⑧ ⑨ ⑩ ⑪

イベント運営必須のアイテムセット

※印刷用データのみです。紙への印刷は各自で行ってください。



【発展案】 シャッフルぬりえを核につながる地域！
子どもを中心としたネットワーク
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動物園 水族館

ハウジング
センター

博物館

小学校交通会社

ショッピング
モール

シャッフルぬりえで
これまでにない協力関係を実現！
例えば、ショッピングモールやハウジングセン
ターなど、ファミリーが集まる場所で、地域の動
物園や水族館、博物館をテーマにしたシャッフル
ぬりえを開催。参加者にはそれぞれの割引券をプ
レゼント！ 地元の小学校を巻き込み、交通会社
の協力のもと、駅や電車の中で作品を公開します。
このようにシャッフルぬりえと子どもを核に、地
域全体の活性化を目指します。
※あくまで一例です。施設やテーマに合わせてぬりえのカスタマイズや、
新規イベントを制作し、親子に嬉しい街とすることでイメージアップと
地域活性化を目指します。

イベント自体の盛り上げも大切！
デザイナーによるキャラクタ制作
パフォーマンスや症状などで、子
どもや保護者の心をつかみます。



シャッフルぬりえに興味を持ってくださった方は
下記までお気軽にご連絡ください！
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株式会社ピコトン
担当：内木広宣
東京都中野区中央5-38-13 メゾンドール臼井B301
Tel : 03-6231-5490  e-mail : info@picoton.com


