
遊びを通じて環境意識を高めるエコイベント	

おかげさまで来場者数延べ10万人突破！	



今や「もったいない（MOTTAINAI）」という言葉は、環境3Rをたったひと

ことで表す言葉として世界共通の言葉として用いられ、世界各国で環境

保全活動が行われています。 

日本でも2020東京オリンピックに向けた「都市鉱山から作る！みんなの

メダルプロジェクト」を通して、日本全国の国民から集めた携帯電話・パ

ソコン等のリサイクル金属が約5,000個のメダルに生まれ変わります。 

国策でもある「持続可能な社会の形成」に向けて環境・エネルギー問題

を中心に様々な活動が行われている中、東京都は2020年度の一般廃

棄物リサイクル率目標を27％と設定しています。そして目標達成のため

には官民一体となって環境問題に取り組む姿勢が必要です。 

私たちはこれらのことに対し、次世代を担う子供たちの環境問題に対す

る意識を育てることが答えの一つであると考えました。そしてこれを実現

するためにおもちゃ絵本交換広場「トイクル」という3Rプロジェクトを考案

しました。	
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全体概要①	

環境を壊すことなく、人類の消費を支える地球のために私たちが出来ること	

持続可能な社会形成のために	



トイクル開催のお客様からはこんなご支持を頂いています。 

・1日中遊ぶことができるため、長期滞在に繋がります 

・お子様向けのイベントですが、親御様にも喜んで頂けます 

・トイクルポイントカードは全国共通で商圏外からの来客が見込めます 

・物を大切にするという理念は地域のイメージUPにも繋がると考えます	
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全体概要②	

お家で使わなくなったおもちゃや絵本を持ち込むと、広場のおもちゃと交換したり、ゲームに参加する事ができるリサイクルエコ

イベントです。私たちはこのイベントを通じてお子様に、物を大切にする心と、ルールを守る事の大切さを学んで頂きたいと思っ

ています。リサイクルを楽しく学んで頂けることと、次世代に繋げる持続可能社会の形成をになう支援で、社会的な責任を果た

すお手伝いをさせて頂きたいと考えております。	

おもちゃ・絵本交換広場「トイクル」とは	
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トイクルの仕組み	

トイクルはリサイクルされたおもちゃで運営が成り立っています。	

お引き取りしたおもちゃが	

広場に出るまでの過程	

▲イベント開催前にもおもちゃの引取りを行っています。	

参加したお客様の声	

●自分のおもちゃが、欲しい人のところに届くので良いと思います。	

●おもちゃのリサイクルは環境のためにも良い取り組みだと思う。	

●すごく面白かった！妹は目が光っていた！	

●家のおもちゃは増える一方なので、良い取り組みだと思う。	

●使わなくなったおもちゃも他の人が使ってくれるなら嬉しい。	

●おもちゃの種類も量もあるし、好きなものもある。また来たい。	

●とても良いイベントですね。子どもがとても楽しんでいました。	

事前の引き取り	

楽しくリサイクルに触れられるよう、各種ゲームも開催。	
集まったおもちゃはゲームの景品にも。	

次のお子様におもちゃを大切に使って頂きたいため、	

1つ1つ丁寧に送り出しています。	
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2011年より関東、東海を中心に累計170回以上開催。延べ

約10万人のお友達が来場しました。	

イベントの特長	 開催・集客実績	

イベントの告知や集客、運営まで全ておまかせ下さい。	
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イベント詳細①	

会場設営例	

トイクルの参加方法	

自宅で使わなくなったおも

ちゃを持ち込みます	

受付で持ち込んだおもちゃ

のチェックをします	

おもちゃの数や質に応じて

ポイントがもらえます	

ポイントでおもちゃを買った

りゲームに参加できます	

※おもちゃを持って来ていない方は、ぬりえに参加でお試しポイント1ptをプレゼントします。	

▲受付から見た会場	

◀
正面から見た会場	
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イベント詳細②	

会場レイアウトの一例	

必要備品	

長机7~10本／パイプイス12~15脚／電源1カ所（家庭用コンセント）	

▲テナント空きスペースを利用した開催	

約8m	

約10m	

▲屋外イベント会場での開催	

　 ※外の場合はテント6~8張必要です。	

会場の広さにより対応いたします。	
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イベント詳細③	

ポイントを作るには、ご自宅にある「もう使わなくなったおもちゃ（使

えなくなったおもちゃではありません）」を受付にお持ちいただきま

す。※お子さま1人につき、1日20個までお持込みが可能です。	

持ち込んだおもちゃは受付で動作やパーツ不足等無いか確認しま

す。確認を通るとトイクルポイントカードが発行され、カードの裏面

におもちゃの数や質に応じてスタンプを捺印します。	

スタンプの数＝トイクルポイントとなり、トイクル広場で使える通貨と

しておもちゃを買ったりゲームに参加して遊べます。	

持ち帰るおもちゃは受付レジにて精算します。ご家族様5pt以上の

おもちゃは2つまで、ぬいぐるみはお子様1人につき1つまでお持ち

帰りできます。	

遊ぶたびにポイントを消費しますが、余ったポイントは翌日または

次回開催時（場所問わず）に繰り越して使用できます。	

◆	

◆	

◆	

◆	

トイクルポイントの作り方	

◆	
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実施コンテンツ	

◆おもちゃ交換・引取	
広場には種類や状態によって1pt～20ptのおもちゃが用意されており、トイクルptで
買う事ができます。	

◆おもちゃフリマ（フリーマーケット）	

持ち込みおもちゃを自分で販売するコーナーです。販売ポイントを自分で決めて、広

場に出す事ができます。おもちゃが売れるとポイントがもらえます。	

◆エコぬりえ・ピカイチぬりえ賞	
当日イベントを知ったお客様のために「ぬりえ」にご参加いただくと1ポイントをプレゼ
ント。また、頑張って塗ってくれたお子さまには「ピカイチぬりえ賞」を進呈します。	

◆おもちゃ釣り	

1ポイントで釣り竿1本と交換。おもちゃを1つ釣ったら受付にてシールを貼ってお渡し
します。（複数のおもちゃ持ち帰り防止）。	

◆ガラガラ抽選	
1ポイントにつき1回抽選、参加数制限なし。当たりはおもちゃの詰め合わせ福袋が1
等~3等まであります。ハズレは飴をプレゼント（最大5個）。	

◆トイクルガチャポン	
1ポイントで1回参加、一日5回まで。カプセルの中身はキーホルダーや指人形、ミニ
カーなどさまざま。カプセルに「あたり」の紙が入っていればもう1度回せます。	

◆オークション	
欲しいおもちゃを競り落すゲームです。オークションに出品されるおもちゃは、開催

前に当サイトにてオークション番号とスタートポイントと共に発表されます。	

◆ビンゴゲーム	
お子様なら誰でも参加できます。ポイントも必要ありません。先着で豪華なお菓子が

当たります。	
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開催風景①	
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開催風景②	
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運 営 管 理	 設営・撤去	

運営から開催計画まで全て当社にお任せください。	

万全 な運営管理	

お客様を安全に誘導し、お待たせしない

運営を心がけます。	

お問合わせは当社で対応	

お客様からのお問合わせは全て当社が

窓口となり、対応いたします。	

スタッフの対応も万全	

トイクルのスタッフが明るく丁寧にお客様

をお迎えいたします。	

便利なその他サービス	

クーポンやビラの配布、店舗会員カードの

ご案内も同時に承ります。（別途）	

設置図面の作成	

予め開催場所を把握し、効果的なレイア

ウト図面をご提案いたします。	

安心安全の設営・撤去	

安心安全を第一に、事故ゼロ・クレーム

ゼロを心がけています。	
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開催までの進行	 開催告知物の手配・制作	

・誘導のぼり10本、A型看板の設置	

・トイクルテーマ曲をスピーカーで再生	

・トイクルの遊び方パンフレット	

 （※配布または店置き用は別途）	

トイクル公式HPにて開催情報や

オークション情報を掲載	

子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」

にて開催情報掲載	

■事前告知セット	 ■当日告知セット	

開催までの問題点もスピーディに解決します。	

お客様は日程と場所を決めて頂くだけで、開

催の進行も当社におまかせ下さい。	

トイクル公式HPへの掲載や情報サイトの手配、当日開催の告知物が全て

セットに含まれています。その他の広告物もご相談ください。	



店内回遊「ゲームはかんたん！スマホクイズラリー」	

遊び方	

①トイクルの受付にて参加QRコードを読み込みゲーム画面を開いたら、参加用紙とエンピツを受け取りスタートします。	

②館内3カ所に設置された看板のクイズを参加用紙に書き、スマホでスタンプを押します。	

③スタンプは看板の近くに来るとゲーム画面から押せるようになります。	

④全てのクイズを解き、スタンプを集めたらトイクル受付にてお子様の人数分2ポイント進呈します。	
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トイクル スタンプラリー内容一例	

※ゲーム内容は一例です。ハロウィン以外にも多数種類ございます。	

弊社のスマホスタンプラリーの参加には専用QRコードを読み込むだけで、専用のアプリは必要ないため簡単にご家族で楽しめる

企画となっています。また、スマートフォンが無くても参加できます。※1日250組まで※おひと家族さまスマホ1台で受付	



QRコードより実際のトイクルの雰囲気がご覧いただけます	

ぜひご覧ください（Youtubeで開きます）	
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お問い合わせ	

Mail：contact@e-kdo.co.jp	

TEL：052-509-5430	

（平日10時~17時・土日祝休）	

FAX:052-502-6088　	

トイクルHP：http://toycle.jp/	

お問い合わせ・イベントご紹介な

どお気軽にご相談ください。	

実　績	

2011年より関東、東海を中心に累計170回以上開催。	

•  ECOテック＆ライフ とちぎ2016	
•  ECOテック＆ライフ とちぎ2017	
•  アピタ各務原店	  
•  アピタ小牧店	
•  イオン春日井ショッピングセンター 	  
•  イオンタウン千種	  
•  イオンタウン伊勢ララパーク 	  
•  イオンタウン津城山	  
•  イオン豊橋南店	  
•  イオンモール東員 	  
•  イオンモール熱田 	  
•  イオンモール名古屋みなと 	  
•  イオン守山店 	  
•  イオン桑名ショッピングセンター 	  
•  イオン豊川店	  
•  ウィングタウン岡崎	  
•  海老名ハウジングギャラリー 	
•  カラフルタウン岐阜	  
•  クラスポ蒲郡	  
•  京王八王子ショッピングセンター	
•  三共建材「住まいるフェスタ」	  

•  新百合ケ丘ハウジングギャラリー	  
•  住まいるパーク習志野	  
•  住まいるパーク柏の葉	  
•  トヨタすまいるライフ（屋外） 	  
•  東京都練馬ICハウジングギャラリー 	  
•  ナゴヤハウジングセンター（屋外） 	  
•  那須ガーデンアウトレット 	  
•  ニットーモール	  
•  ハウジングガーデン千葉	  
•  ハウジングギャラリー水戸	  
•  ビナウォーク	  
•  ふれあいホームタウンみどりまち	  
•  ラスパ御嵩	  
•  ららぽーと海老名	  
•  ららぽーと立川立飛	  
•  リソラ大府	  
•  晴海トリトンスクエア 	  
•  第17回 ろうきん「住まいる会」住宅フェスタ	  
•  第18回 ろうきん「住まいる会」住宅フェスタ	  
•  第19回 ろうきん「住まいる会」住宅フェスタ	  
•  三井アウトレットパーク多摩南大沢	  
•  三井アウトレットパーク幕張	  



株式会社ケーディーオー	

住所 ：〒452-0822	

         名古屋市西区中小田井2丁目159番地	

TEL  ：052-509-5430	

FAX  ：052-502-6088	

MAIL：furuta@e-kdo.co.jp	

担当  ：イベント運営企画 古田（入社歴15年）	


