
委託販売のご提案書



株式会社タカラッシュとは

タカラッシュ！は2001年に創業した日本で唯一の宝探し専門会社。
【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。

【会社名】 株式会社タカラッシュ
【所在地】 〒140-0014東京都品川区大井1-28-1 住友不動産大井町駅前ビル13F（TEL：03-6417-1204 ／ FAX：03-6417-1205）
【発足年月日】 2001年4月1日
【設立年月日】 2003年1月15日
【役員】 代表取締役 齊藤 多可志
【資本金】 10,000,000円
【主要取引先】 株式会社ジェイ・ティー・ビー / 株式会社日本旅行/ 他、各旅行代理店・広告代理店・地域自治体・テーマパーク

◀神奈川県藤沢市主催
江の島の冬の観光活性化施策。
2019年度は3万人が参加し、
経済効果は3,700万円越を記録。

福島県主催▶
県内25エリアで宝探しを開催。

2019年度はのべ20万人
の方が参加した。

地域自治体の代表事例



おうちで宝探しの事業コンセプト

地域や天候に影響を受けない、
あらゆる人に成功（発見）体験を届ける
トレジャーテインメントコンテンツ。

【体験イメージ】

物語の主人公である参加者は、自宅時間を有意義に過ごしたい人。自宅に、届いた参加キットを見てワクワクする。
ゆっくり時間の取れる日を考え、天気予報は気にせず、挑戦する日を決める。その日の午後、コーヒーを淹れ、い
つものソファに腰をかける。手にした参加キットの中にあるストーリーを読み、出てくる謎の解読をはじめる。ス
マホを片手に、キーワードを入力して、手がかりを手に入れていく。煎れたコーヒーを飲むことも忘れて、没頭し
てしまう。遂に、全てをクリアして、冷めたコーヒーで余韻に浸り、感動と達成感を感じる。窓からは、きれいな
夕焼けが見えた。



おうちで宝探しとは

宝探し専門会社タカラッシュ！が、コロナ禍で開発＆販売強化して
2020年間売上1億円を突破したおうち時間を充実させる大人気コンテンツです！

自宅で気軽に、宝探しや謎解きという
非日常の体験を楽しめる満足感！

ストーリーの世界に入り込み、
ストーリーを進めていく没入感！

おうちで時間を満喫！ 感動やドキドキ感満載！ 謎を解いて超スッキリ！

前年比
716％アップ

謎を解き、仕掛けをクリアして
宝物を発見する達成感！



おうちで宝探しの仕組み

①参加キットを購入
②ストーリーを読む

④スマホで捜索

③謎を解く

⑤仕掛けを解読⑥クリア

体験してみたいキットを選んで購入します。 参加キット内にあるストーリーを読み
世界観へ入り込みます。 出題される謎を解読します。

指定のLINEやWEBページでキーワードを
入れて新たな手がかりを入手仕掛けに気づき、切ったり、貼ったり、

折ったりと試行錯誤します。最後の何かを発見できるとクリアとなり
エンディングストーリーを読めます。

③～⑤を繰り返しながらストーリーを進行

自宅で宝探しや謎解きを本格的に楽しめる仕組みが満載なコンテンツです！

※上記は基本的な仕組みのため、上記とは異なる仕組みの商品もあります。



参加者コメント



宝探しファン層を動かくす仕組み

宝探しファン層（ハンターズヴィレッジ会員）は、クリアすると入手できる
ハンターポイントを求めてプログラムを楽しみます！

参加キットに同封されているIDシートに記載のIDとクリアキーワードを登録してハンターポイントを入手します。

ID

クリアキーワード

ヒントや解説はハンター登録（無料）により誰でも閲覧可能です。

※ヒント閲覧→ポイント半分／解答閲覧→ポイント0になる仕組みです。

＜備考欄＞

• 報告用のIDは、ランダムのID（すべて異なる乱数字）となり、1キット
につき１枚配布になります。

• 報告用IDシートは、新しい商品にはキットに同封されていますが、購入
者に手渡していただく商品もあります。

• 企画内容により報告用IDシートを使用しないものもあります。
• ハンターズヴィレッジ会員以外は、クリア報告をしなくても、最後まで
楽しむことができます。上記のポイントを取得する報告は参加者の自由
となります。

• ハンターズヴィレッジ会員登録はいつでも可能ですので、クリア後に会
員登録して、クリア登録へ進むことも可能です（参加者の自由）。



販売委託に関して

契約形態 手数料 条件

委託販売 定価の20％
• 毎月のご精算をさせていただきます。
• 月初（毎月3日まで）に前月の販売数をいただき、販売手数料20％を差
し引いて、請求書を発行させていただきます（月末締め翌月末払い）。

• 振込手数料はご負担ください。

買取販売 定価の33％
• 買取の際は、100キット以上のご注文が必要となります。
• 販売手数料33％を差し引いて、請求書を発行させていただきます。
• 振込手数料はご負担ください。

• 事前に、委託販売、買取販売ともに契約書を締結させていただきます。
• 販売したい商品をご選定いただき納品させていただきます。
• 商品によりましては、在庫切りなどで納品できないことがありますので、弊社担当までご確認ください。
• 弊社主導のキャンペーンや購入者へのチラシ配布などご協力をお願いすることがあります。
• 新商品を随時追加していきますので、新商品は別途ご連絡させていただきますが、最新情報は弊社のタカラッシュ！SHOPをご確
認ください。

委託販売と買取販売をご選択いただき、おうちで宝探しを販売していただきます！



販売用ラックに関しまして

弊社より下記の販売用ラックをお送りさせていただきますのでご活用ください！

サイズ：W468×D350×795

※販売店舗様で独自でラックを作って販売いただいても問題ありません。
※販売促進策として、ポスターがあればなどご希望がございましたらお申し付けください。対応可否をご
連絡させていただきます。



商品一覧①

月刊謎解き郵便『ある友人からの手紙』
#1森に住む泣き虫なクマより

クマからのお願いとは・・・

takarush BLACK LABELに登場したキャラク
ター達からの手紙が届く謎解きグッズ第1弾！

第1弾は東京都・吉祥寺で開催中の『クマが珈
琲を飲む理由』に登場する彼からのお手紙。
どうやら彼はあなたにお願いがあるようで…？

販売価格 990円（税込）

月刊謎解き郵便『ある友人からの手紙』
#2奇妙な美術館に住む怪しい女より

怪しい彼女からのお願いとは・・・

takarush BLACK LABELに登場したキャラク
ター達からの手紙が届く謎解きグッズ第2弾！

第2弾は神奈川県・横浜大世界で開催中の、
『モナリザは2度微笑む』に登場する彼女から
のお手紙。どうやら彼女はアナタにお願いがあ
るようで…？

販売価格 990円（税込）

月刊謎解き郵便『ある友人からの手紙』
#3温泉街にある薬局の喋るカラスより

あなたに届いた
素敵なプレゼントとは・・・

takarush BLACK LABELに登場したキャラク
ター達からの手紙が届く謎解きグッズ第3弾！

第3弾は石川県・山代温泉で開催中の『消えた
記憶と言葉のくすり』に登場するカラスからの
お手紙。お節介焼きの店主と騒がしいカラスか
ら素敵なプレゼントが…？

販売価格 990円（税込）

月刊謎解き郵便『ある友人からの手紙』
#6 映画好きの風変わりな紳士より

風変わりな紳士からの
お願いとは・・・

takarush BLACK LABELに登場したキャラク
ター達からの手紙が届く謎解きグッズ第6弾！

第6弾は神奈川県・ラチッタデッラで開催中の
『Mr.Cittaからの招待状』に登場する紳士から
のお手紙。
封を開けて彼のお願いを聞いてあげましょう。

販売価格 990円（税込）

月刊謎解き郵便『ある友人からの手紙』
#5 恋に悩む少女より

恋に悩む少女からのお願いとは・・・

takarush BLACK LABELに登場したキャラク
ター達からの手紙が届く謎解きグッズ第5弾！

第5弾は埼玉県・川越市で開催中の『川越はつ
恋物語?手紙が紡ぐ謎めいた恋の物語?』に登場
する少女からのお手紙。
封を開けて彼女のお願いを聞いてあげましょう。

販売価格 990円（税込）

月刊謎解き郵便『ある友人からの手紙』
#8 標本作りの旅をするカエルより

カエルのフロッドからの
お願いとは・・・

takarush BLACK LABELに登場したキャラク
ター達からの手紙が届く謎解きグッズ第8弾！

第8弾は東京都・神代植物公園/深大寺周辺エリ
アで開催中の『フロッドと瓶の中の不思議な世
界』に登場するカエルのフロッドからのお手紙。
封を開けて彼のお願いを聞いてあげましょう。

販売価格 990円（税込）

月刊謎解き郵便『ある友人からの手紙』
#7 小さな園の小さな住人たちより

小さな住人たちからの
お願いとは・・・

takarush BLACK LABELに登場したキャラク
ター達からの手紙が届く謎解きグッズ第7弾！

第7弾は青森県・盛美園で開催中の『小さな園
の大きな秘密』に登場する小さな住人たちから
のお手紙。
封を開けて彼らのお願いを聞いてあげましょう。

販売価格 990円（税込）

月刊謎解き郵便『ある友人からの手紙』
#4 ？？の不思議な少女より

不思議な彼女からのお願いとは・・・

takarush BLACK LABELに登場したキャラク
ター達からの手紙が届く謎解きグッズ第4弾！

第4弾は東京都・花やしき『謎解き花小町?時を
つなぐ不思議な電話?』に登場する少女からの
お手紙。
封を開けて彼女のお願いを聞いてあげましょう。

販売価格 990円（税込）



商品一覧②

月刊謎解き郵便『ある友人からの手紙』
#11探偵事務所を営むウサギより

ウサギからのお願いとは…

takarush BLACK LABELに登場したキャラク
ター達からの手紙が届く謎解きグッズです。
第11弾は『コンビニナゾトキ CASE01 何故ス
カーレット婦人は消えたのか？』に登場する探
偵からのお手紙。
どうやらお願いごとがあるようです。

販売価格 990円（税込）

月刊謎解き郵便『ある友人からの手紙』
#12夢を創り出す会社の社員より

夢を創る社員からのお願いと
は・・・

takarush BLACK LABELに登場したキャラク
ター達からの手紙が届く謎解きグッズです。
『Good Night Company～素敵な夢を創りま
せんか？～』に登場する夢制作会社の社員から
のお願いごとがあるようです。
今までの手紙シリーズを確認してみよう！
全ての手紙を集めると何かが起こる…？

販売価格 990円（税込）

世界で一つだけの宝さがし

オリジナルの宝探しが作れる？！

自分の家で、自分だけのオリジナル宝探しを
作って家族や友達と一緒に楽しめる！
待望の「手作り宝探しキット」が登場！
宝探し一筋20年、タカラッシュが持つ「宝探し
ノウハウ」をギュギュっと詰め込んだガイド
ブックも付いてくる！
「世界に一つだけの宝さがし」に出発しよう！

販売価格 1,800円（税込）

環状鉄道都市の宝

その線路はなぜ環状を描いているのか？

タカラッシュの鉄道好きディレクターが送る、
とある鉱山都市で繰り広げられる謎と宝の物語。
”幻の水晶”ローズクリスタルを破壊する手伝い
を頼まれたアイゼンバーン氏。鉄道網の発達し
た不思議な街で、アイゼンバーンは様々な謎を
解いていく。その先にある宝は、いったいどん
な姿をしているのか・・・。

販売価格 1,980円（税込）

対戦型宝探しテーブルゲーム
バトルトレジャー

一対一の対戦で盛り上がろう！！

タカラッシュ！がお送りする、一対一の対戦型
テーブルゲーム！ アツい駆け引きを繰り広げ、
相手より多くの宝物をゲットしよう！！大人
も楽しめる通常モードに加えて、小さなお子様
でも楽しめる「キッズモード」を搭載！お友
達とでも、ご家族とでも、幅広い年齢の方とお
楽しみいただけます！

販売価格 1,650円（税込）

空想都市トラベル
中村市の闇に輝く宝 vol.1

闇潜む空想都市へようこそ…！

架空の街「中村市（なごむるし）」の精緻な地
図をはじめとした『空想地図』を手掛ける地理
人・今和泉隆行氏とのコラボレーションシリー
ズ。
前作のプロトタイプに続く第２弾（Vol.1）は
中村市の闇を相手に、隠された宝を探し出す。
さあ、空想都市を探索せよ。

販売価格 2,800円（税込）

月刊謎解き郵便『ある友人からの手紙』
#9 芸術の森を見守る少女より

少女からの素敵な
プレゼントとは・・・

takarush BLACK LABELに登場したキャラク
ター達からの手紙が届く謎解きグッズ第9弾！

第9弾は神奈川県・彫刻の森美術館で開催され
ていた『彫刻の森と星の塔ー芸術家ステラ最後
の謎―』に登場する少女からのお手紙。
かつて一緒に森の中で遊んだあなたに、素敵な
プレゼントがあるようです。

販売価格 990円（税込）

月刊謎解き郵便『ある友人からの手紙』
#10 世界を旅する小さな料理人より

小さな料理人からのお願いとは・・・

takarush BLACK LABELに登場したキャラク
ター達からの手紙が届く謎解きグッズ第10弾！

第10弾は愛知県・リトルワールドで開催されて
いた『リトルシェフ～不思議なレシピの謎～』
に登場する小さな料理人からのお手紙。
新しくできたお店にあなたを招待したいようで
すが、どうやらお願いごともあるようです。

販売価格 990円（税込）



商品一覧③

新卒謎 ホワイト編

その宝は貴方を変える！

入社したばかりのタカラッシュ！新卒社員が
すべての新卒社員、そして“かつて新卒だった”
あなたに贈る、【会社】を舞台にしたリアル宝
探しが誕生！
研修や先輩社員からのミッションを進めながら
社内に眠る宝を探しだそう！
ブラック編と合わせて解くと何かが起こる…？

販売価格 1,200円（税込）

新卒謎 ブラック編

その宝は会社を変える！

新卒謎第1弾ホワイト編に続く本作 ‘’ブラック編
‘’ は、ボリュームも難易度もアップ！！
ブラックな会社でミッションを進めながら、社
内に眠る宝を探しだそう！
※ブラック編とホワイト編、どちらから解いて
も問題なくお楽しみいただけます。
ホワイト編と合わせて解くと何かが起こる…？

販売価格 1,500円（税込）

中二謎

中二の謎だからと侮ることなかれ！

弊社が去年開催した「謎作り大賞コンテンツ職
人部門」において、
制作者が当時中学1年生ながら最優秀賞を受賞し
た作品をタカラッシュ!がアレンジして
待望の商品化!

君は中二が作った謎を解けるだろうか？？

販売価格 800円（税込）

中三謎

新しい謎、ここにあり！

弊社主催第一回「謎作り大賞コンテンツ職人部
門」最優秀賞を受賞したあの「中二謎」の続編
がついに登場！
中学生が解くのはもちろん、かつて中学生だっ
た方にもオススメ！
きっとあの頃が懐かしくなる…！
中二謎も、ぜひご一緒に！

販売価格 1,000円（税込）

バーチャル謎解きプログラムin盛美園
小さな園の大きな秘密

現地を訪れずとも謎解きが楽しめる！

青森県にある盛美園で開催中の「小さな園の大
きな秘密」をバーチャル化！
LINE＠を使って、向かいたい場所を捜索しなが
ら謎解きを進めていきます。
現地に行かなくても謎解きを進めることが出来
るので、自粛中にピッタリです！
遊べばきっと、青森に行きたくなる！

販売価格 1,200円（税込）

工作宝さがし！
おもちゃキングダムの秘宝

親子で楽しめる！

「作る」と「探す」の2つのアクションで、
親子でおうち時間を楽しめる！
小さなお子様も夢中になる事間違いなしの
「工作宝探し！」
おうちにある文房具を使ってお宝を探し出そ
う！

販売価格 1,300円（税込）

旅するシール絵本『恥ずかしがり屋のアリ
ス ニューヨークへ行く』

可愛らしいシール絵本！

『旅するシール絵本』はシールを貼ることで
ページが完成し、絵本としてお楽しみいただけ
るお持ち帰り謎です。
可愛らしいイラストとストーリーで絵本として
お楽しみいただくこともできます。

販売価格 1,200円（税込）

旅するシール絵本『あまのじゃくな
ボブ フィンランドへ行く』

ちょっぴり大人なシール絵本！

『旅するシール絵本』はシールを貼ることで
ページが完成し、絵本としてお楽しみいただけ
るお持ち帰り謎です。
舞台はフィンランド。家族と旅行に来たボブは
本心と違うことを言ってしまい…

販売価格 1,200円（税込）



商品一覧④

タカラッシュ！GPオンライン
おうちで宝探しVer.

オンラインで宝探し！？

オンライン開催された2020年の
「タカラッシュ！GPオンライン」がおうちで
遊べる宝探しキットとして登場！
5人のエージェントに課されたMISSIONを
エージェントに協力してクリアし、
宝を見つけ出せ！

販売価格 2,000円（税込）

[リアル宝探しValueplus003]
ージャスミンの双眸ー

Hunter‘sVillageによる宝探しの新シ
リーズ

Hunter‘sVillageによる宝探しの新シリーズ！
【リアル宝探しValueplus】
このクエストは会員、非会員、ハンターランク
による制限はなく誰でも参加可能です。

販売価格 1,500円（税込）

とある王国の数奇なる手稿
バーチャルプログラム

幻の王国とは如何に・・・

2019年になぞともカフェで展開された謎解き
プログラムがバーチャルプログラム化して
登場！
謎を解き、「幻の王国」の在りかを突き止めよ
う！

販売価格 1,980円（税込）

星降る夜のキセキのロケット

二人が迎える結末とは・・・

2820年12月〇〇日、2人の宇宙飛行士がとある
星に不時着していた。
その星で出会った「キラ」は、彼の先祖が
遺した伝説のロケットの図面を持っていた。
はたして、2人は伝説のロケットで無事に帰還
する事が出来るのか！

販売価格 1,500円（税込）

バースデーダウト
〜解けるリボンと彼の嘘〜

タカラッシュから乙女ゲー！？

証拠を集めながら嘘つき男を見抜いてダウト
する新感覚恋愛ドラマと、大人が本気で考え、
悩み、ゴールを目指す極上の謎解きが一緒に
なったプログラム！

販売価格 2,000円（税込）

聖なる夜のキセキのプレゼント

クリスマスのお供にいかが？

今日は待ちに待ったクリスマス。
目を覚ますと、枕元に不思議な箱とサンタから
の手紙。
あなたはどんなプレゼントを望んでいたのか？
不思議な箱にはいったい何が入っているのか？
タカラッシュがクリスマスに贈る素敵な宝探し
を体験しよう！

販売価格 1,300円（税込）

客船漂流都市の宝

口コミNo.1の続編！！

『その船たちはなぜ、ここへ流れ着くのか。』
海からしかたどり着けないとある絶海の港町は、
かつて海上で栄華を誇った客船たちの墓場
だった。
“一度たどり着いたら二度と出られない”
そう噂さえされるこの地で“人類の宝”と
称されるある宝が隠されているようだ-----

販売価格 2,800円（税込）

ヒミツの前日譚No.01 とある少年の大い
なる旅立ち

【新シリーズ登場！】ブラックレー
ベルの前日譚/シリーズ1作目！

いつもどこかで繰り広げられている、数々の宝
のような物語。
まだ知らないあなた、もう読み終えたあなた。
その世界をもっとよく知るために、少し寄り道
していきませんか？
これは壮大な物語の前日譚、小さな物語たちで
す。

販売価格 800円（税込）



株式会社タカラッシュ

住所
〒140-0014
東京都品川区大井1-28-1 住友不動産大井町駅前ビル13F

TEL
03-6417-1204

コーポレートサイト
https://takarush.co.jp/

お問い合わせ先
sales_information@takarush.co.jp

※受付時間 10:00～18:00（土日・祝除く）

お問い合わせ

https://takarush.co.jp/
mailto:sales_information@takarush.co.jp
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