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社会体験アプリ「ごっこランド®」

2

複数 自治体・企業団体コンテンツ１つ アプリに

● 手 ひらで、子どもと社会がつながる「社会体験」アプリ

● 400万 ファミリー（国内3分 1 ご家庭）がダウンロード

● 50以上 地方自治体・企業団体様にご利用頂いています

● 令和3年4月、自治体向けサービス「ジモトガイド」公開
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①親がアプリを起動して、利用中も側で見ている
②親がアプリを起動して、子供に渡す形で利用
③子供が自分でアプリを起動して利用している

ユーザー情報 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※「ごっこランド」調べ

9% 

①親が常に側にいる

70%

②親が起動

　子が利用

 

③子が利用
21%

 

● お子様 2歳～小学校まで 層をまんべんなくカバー

● 親 世代 30代〜40代が8割強

● 8割 親が子供 側にいて一緒に利用している
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自治体

利用実績

神戸市 

八尾市  厚真町 

初年度 ５つ 自治体に参画していただきました。

＋  福島市
 （9月配信）

メディア掲載 

めざましテレビ  新聞  専門情報誌  セミナー登壇 

       

鳥取市 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評価（ユーザー／外部機関）

✔ App tore／Google Play 2大プラットフォームから公式に推奨 

✔「子ども向けカテゴリ」No.1アプリ 

✔ ユーザーレビュー評点 4.3（高評価） 

 

✔ 未就学児向け知育アプリ5選に選出 

✔ ユーザーレビュー評点 4.2（高評価） 

App tore  Google Play 

遊びと学び部門　<大賞>
未就学児までを対象とした学び、遊びに関するも

キッズデザイン賞  Baby ech Award 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「ごっこランド®」でできること 

・子どもたちが編集した街 魅力を「ジモトガイド」として制作
・楽しい、ワクワク感たっぷり 情報を域内・全国 ファミリーにお届け

街 魅力をファミリーに届ける、新しい形 自治体PRを実施します

「子ども目線」による地域 魅力が満載 ガイドブック
「ジモトガイド」 地域 魅力が詰まったデジタルブックです。

子どもによる、子ども ため ガイドブックを、動画を再生するように、

家族みんなで楽しむことができます。

ジモトガイド 家庭で楽しむ 家族で来訪
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★★★　域内・近隣から、他県・全国 ファミリーへ　★★★

①地域・観光PR 

自治体

地域コミュニティ

全国400万 ファミリーへ街 魅力をお届け
地域 観光スポットや名産品、産業を知るきっかけを作り、認知を高め、

ファミリー お出かけ先として想起させます。
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★★★　子ども・ファミリー 郷土愛を育む　★★★

②シティプロモーション 

地域コミュニティ 活性化
自分が住む地域 文化や魅力に触れることで、子ども 郷土愛を育みます。

ミニブック制作・提供
ジモトガイドをリアルなミニブック（冊子）として制作、地域 小学校に

配布していただくことで、ご家庭に地域 魅力を確実にお届けいたします。

ミニブック 小学校で配布 家庭で読む
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★★★　子どもが主役 ガイドブック共同制作　★★★

①ワークショップ開催
各地域に住む子どもたちを
集めてワークショップ開催。

②子ども編集者会議
子どもたちが編集者になり、
街 好きなところ、自慢したい所、
おすすめスポットやグルメ情報など
を精査します。

③コンテンツ制作
子どもたち 共同作業、創作体験
を経たワークショプを通じて得る体
験 かけがえ ない思い出になり
ます。

コロナ禍でも安心  “オンライン形式” でワークショップ開催
グループで集まり、地元 好きなところ、秘密スポットなど 情報を共有。

「子ども編集者会議」にて子ども目線で 編集を経てコンテンツ化します。

③次世代教育プログラム 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・概要：八尾市プロモーション

・目的：全国400万ファミリーに向けた街 認知度アップ、興味喚起、

地域コミュニティ 活性化、関係人口 創出

サンプル：大阪府八尾市

も づくり 街、八尾を紹介 八尾市 所在地を覚えよう
子どもにもわかりやすく説明

「みせる やお」
も づくりに関わる公共施設

街 有名人！ あ 有名な看板を作る会社が！ 「キッズスクープ！」
子どもに人気 遊び場を紹介
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導入効果 

● コンテンツを通じて徹底的な刷り込みと親近感醸成 

● ファミリー層に対して 地域情報・ブランド訴求 

● 子供「行ってみたい」＋親「連れて行ってあげたい」 

サービス利用をきっかけに、様々な効果を実感いただいています。 

※利用前後 ブランドリフト調査より（ごっこランド利用者 対象） 

利用前 利用前 利用前利用後 利用後 利用後

27％増加

・子連れ来訪経験 

31％増加

・来訪意向 

21%増加

・興味関心 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● バナー 1つ〜最大6つまで登録可能

● 任意 タイミングで更新が可能

広告バナー表示箇所

プレイ終了画面に広告バナーを設置することが可能です。
子ども 誤タップ防止機能※が搭載されており、安心してご利用いただけます。

新確認画面

自治体様遷移先ページ

※iOS み搭載

【ご用意いただくも 】

● 遷移先 URL
● バナー画像（640 × 640）
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取り組み 流れ 

方針：
地域に住む子どもたちを集めワークショップを開催、
「子ども目線」でコンテンツ編集・制作します。

コンテンツ制作/編集方法：
・オンライン方式（zoom等）
・6名、2グループに分けてワークショップ実施
・対象年齢 小学校高学年（3年〜6年生）
・地域スポット情報などを集めたコンテンツベースを
　独自ワークショップ「子ども編集会議」にて編集

制作 流れ（約2~3ヶ月）：

アプリ
配信

要件
ヒアリング

＋
コンテンツ
ベース制作

子ども募集
子ども

編集会議
編集
制作
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特典（オプション）概要 

②動画素材提供

　

①ミニブック制作・提供
　

③アンケート調査

　
概要 概要

概要

ジモトガイド動画データをご納品。
HPや公共施設など、様々なシーンで二
次利用が可能です。

ジモトガイドをリアルなミニブック（冊子）として製本します。
制作したミニブック 地域 小学校（新小1全員分）に毎年提供し、
子どもと親御さんへ地域 魅力を確実にお届けいたします。

掲載前後でブランドリフト調査
（ユーザーアンケート）を実施。
街へ 興味関心、来訪意向等を計測。

ミニブックイメージ
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会社案内 

社　名 株式会社キッズスター

所在地 東京都渋谷区神泉町 9−5 フジタインゼックスビル 5階

資本金 90百万円

従業員数 25名

事業内容 ファミリー向けデジタルコンテンツ 開発・提供

主な提供サービス ・社会体験アプリ「ごっこランド」

  ・iO  / android 子ども向けアプリ

  ・ファミリー向けデジタルアトラクション  

沿革 2011年2月　知育アプリ事業開始  

  2014年4月　株式会社キッズスター設立  

受賞歴 モバイルプロジェクト・アワード 2012/2013 特別賞  

  Google Play Best of 2013 unners-up

  Baby ech Award Japan 2019 遊びと学び部門 大賞  

  第13回キッズデザイン賞　受賞  


