
川崎市 多摩区

官学連携＆地域連携！⾮接触・屋外イベント！ ピクニックタウン多摩区×まち歩き謎解

きゲーム S H I G E N A R I ２ー多きを解き明かし摩天楼へー ーぶらり散策（オフ

ライン篇）ー 

コロナ禍でも⾮接触型で楽しめる、謎解きゲームで多摩区の魅⼒発⾒＆地域活性化 第２弾の“まち歩

き”篇では、難易度別に2つのコースを⽤意！ 

2021年10⽉9⽇（⼟）〜11⽉7⽇（⽇）10時〜16時 

ゲームサイトURL：http://tamaku-nazo.net/  

多摩区ホームページ：https://www.city.kawasaki.jp/tama/page/0000131357.html 

川崎市多摩区は、昨年⼤好評を得た、まち歩き謎解きゲーム『S H I G E N A R I』をパワーアップさせ、ピクニックタウ

ン多摩区×まち歩き謎解きゲーム『S H I G E N A R I２ ー多きを解き明かし摩天楼へー』を開催します。その第2弾とし

て、2021年10⽉9⽇（⼟）〜11⽉7⽇（⽇）の間、「ぶらり散策（オフライン篇）」を開催します。

 

【オンライン篇も⼤好評！帰ってきた『S H I G E N A R I２』】 

昨年、川崎市多摩区にゆかりのある源頼朝の重⾂「稲⽑三郎重成」を題材に、多摩区の登⼾・向ヶ丘遊園エリアを

ゲーム感覚で巡る、無料の周遊型謎解きゲーム『S H I G E N A R I ー多きを解き明かし摩天楼へー』を開催しま

した。1か⽉間で、約1,700⼈の⽅々に参加いただき⼤好評に終わりました。 

昨年の好評を受け、今年も多摩区の歴史や魅⼒を体験してもらうことを⽬的に、ピクニックタウン多摩区×まち歩

き謎解きゲーム『S H I G E N A R I２ ー多きを解き明かし摩天楼へー』の開催を決定し、第1弾として、8⽉16

⽇（⽉）〜9⽉17⽇（⾦）の間、完全オンライン型の謎解きゲーム「ぶらり通信（オンライン篇）」を開催しまし

た。オンライン上で謎を解き進めながら、多摩区の稲⽥堤〜読売ランド駅、⽣⽥駅周辺エリアを周遊してもらうゲ

ームで、約500⼈、多摩区、川崎市を問わず多くの⽅に参加いただき、⾸都圏エリア以外の⽅々にも多摩区の魅⼒

を発信することができました。

【『S H I G E N A R I２』「ぶらり散策（オフライン篇）」開催】 

『S H I G E N A R I２』の第2弾として、2021年10⽉9⽇（⼟）〜11⽉7⽇（⽇）の間、多摩区の⽣⽥・⻑沢エ

リアを実際に訪れて巡ってもらう、まち歩き型の謎解きゲーム「ぶらり散策（まち歩き篇）」を開催いたします。 

第1弾に引き続き、明治⼤学のクイズサークル「イージオス」に謎解きの制作を依頼し、また、⻑沢商店会、⻑沢

まちづくり協議会をはじめ地域の皆様とも連携し、スポットや賞品の提供などにご協⼒いただいています。官学連

携、地域連携を通して、コロナ禍の厳しい状況の中でも、多摩区の地域活性化を⽬指し地域⼀体となり取り組んで

まいります。 

「ぶらり散策（まち歩き篇）」 では、年代問わず多くの⽅に楽しんでいただけるよう、難易度別に2つのコースを

設置しました。謎解きが得意な⽅、難しい問題にチャレンジしたい⽅向けの難しいコース、⼩学校低学年や⼩さい

お⼦様向けの易しいコースを⽤意しています。 

2021年9⽉21⽇ 17時00分

URL  -

業種 官公庁・地⽅⾃治体

本社所在地 神奈川県川崎市多摩区登⼾17

1 

電話番号  -

代表者名 藤井 智弘

上場 未上場

資本⾦  -

設⽴  -

川崎市 多摩区

3 フォロワー

フォロー フォローするとどう

検索

キーワードで検索

関連プレスリリース

⽔中ドローン「BlueROV2」
⽇本語マニュアルサイトのベ

ータ版を公開

株式会社チック

19分前

新型コロナウイルスに関連し

た患者の死亡について

東京都

12時間前

新型コロナウイルスに関連し

た患者の発⽣について

東京都

12時間前

低温同時焼成セラミック

（LTCC）基板の市場規模、状
況、およびビジネスの⾒通…

Ameliorate Digital
Consultancy Private Limited

17時間前

グローバルフードパートナー

ズがウェビナー開催：⽇本の

ケージフリー卵の拡⼤のた…

Global Food Partners, Inc.

18時間前

プレスリリース ランキング

いま話題 今⽇ 今週 今

ツイート はてな 素材DL

・・・

その他

プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES プレスリリースを受信 企業登録申請 ログイン

Top テクノロジー モバイル アプリ エンタメ ビューティー ファッション ライフスタイル ビジネス グルメ スポーツ

ツイート

メール

素材DL

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/60403
http://tamaku-nazo.net/
https://www.city.kawasaki.jp/tama/page/0000131357.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/60403
https://prtimes.jp/companyrdf.php?company_id=60403
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000028242.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000028242.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/28242
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002234.000052467.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002234.000052467.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/52467
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002233.000052467.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002233.000052467.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/52467
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000084684.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000084684.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/84684
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000076032.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000076032.html
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/76032
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E5%AE%98%E5%AD%A6%E9%80%A3%E6%90%BA%EF%BC%86%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E9%80%A3%E6%90%BA%EF%BC%81%E9%9D%9E%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E3%83%BB%E5%B1%8B%E5%A4%96%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%EF%BC%81%E3%80%80%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3%E5%A4%9A%E6%91%A9%E5%8C%BA%C3%97%E3%81%BE%E3%81%A1%E6%AD%A9%E3%81%8D%E8%AC%8E%E8%A7%A3%E3%81%8D%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%80S%20H%20I%20G%20E%20N%20A%20R%20I%20%EF%BC%92%E3%83%BC%E5%A4%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E8%A7%A3%E3%81%8D%E6%98%8E%E3%81%8B%E3%81%97%E6%91%A9%E5%A4%A9%E6%A5%BC%E3%81%B8%E3%83%BC%E3%80%80%E3%83%BC%E3%81%B6%E3%82%89%E3%82%8A%E6%95%A3%E7%AD%96%EF%BC%88%E3%82%AA%E3%83%95...&url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000060403.html&via=PRTIMES_JP
https://b.hatena.ne.jp/add?mode=confirm&url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000060403.html&title=%E5%AE%98%E5%AD%A6%E9%80%A3%E6%90%BA%EF%BC%86%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E9%80%A3%E6%90%BA%EF%BC%81%E9%9D%9E%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E3%83%BB%E5%B1%8B%E5%A4%96%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%EF%BC%81%E3%80%80%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3%E5%A4%9A%E6%91%A9%E5%8C%BA%C3%97%E3%81%BE%E3%81%A1%E6%AD%A9%E3%81%8D%E8%AC%8E%E8%A7%A3%E3%81%8D%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%80S%20H%20I%20G%20E%20N%20A%20R%20I%20%EF%BC%92%E3%83%BC%E5%A4%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E8%A7%A3%E3%81%8D%E6%98%8E%E3%81%8B%E3%81%97%E6%91%A9%E5%A4%A9%E6%A5%BC%E3%81%B8%E3%83%BC%E3%80%80%E3%83%BC%E3%81%B6%E3%82%89%E3%82%8A%E6%95%A3%E7%AD%96%EF%BC%88%E3%82%AA%E3%83%95...
https://prtimes.jp/im/action.php?run=html&page=releaseimage&company_id=60403&release_id=21
javascript:void(0);
https://prtimes.jp/
https://prtimes.jp/user_info/
https://prtimes.jp/main/registcorp/form
https://prtimes.jp/
https://prtimes.jp/technology/
https://prtimes.jp/mobile/
https://prtimes.jp/app/
https://prtimes.jp/entertainment/
https://prtimes.jp/beauty/
https://prtimes.jp/fashion/
https://prtimes.jp/lifestyle/
https://prtimes.jp/business/
https://prtimes.jp/gourmet/
https://prtimes.jp/sports/
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E5%AE%98%E5%AD%A6%E9%80%A3%E6%90%BA%EF%BC%86%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E9%80%A3%E6%90%BA%EF%BC%81%E9%9D%9E%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E3%83%BB%E5%B1%8B%E5%A4%96%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%EF%BC%81%E3%80%80%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3%E5%A4%9A%E6%91%A9%E5%8C%BA%C3%97%E3%81%BE%E3%81%A1%E6%AD%A9%E3%81%8D%E8%AC%8E%E8%A7%A3%E3%81%8D%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%80S%20H%20I%20G%20E%20N%20A%20R%20I%20%EF%BC%92%E3%83%BC%E5%A4%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E8%A7%A3%E3%81%8D%E6%98%8E%E3%81%8B%E3%81%97%E6%91%A9%E5%A4%A9%E6%A5%BC%E3%81%B8%E3%83%BC%E3%80%80%E3%83%BC%E3%81%B6%E3%82%89%E3%82%8A%E6%95%A3%E7%AD%96%EF%BC%88%E3%82%AA%E3%83%95...&url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000060403.html&via=PRTIMES_JP
https://b.hatena.ne.jp/add?mode=confirm&url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000060403.html&title=%E5%AE%98%E5%AD%A6%E9%80%A3%E6%90%BA%EF%BC%86%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E9%80%A3%E6%90%BA%EF%BC%81%E9%9D%9E%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E3%83%BB%E5%B1%8B%E5%A4%96%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%EF%BC%81%E3%80%80%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3%E5%A4%9A%E6%91%A9%E5%8C%BA%C3%97%E3%81%BE%E3%81%A1%E6%AD%A9%E3%81%8D%E8%AC%8E%E8%A7%A3%E3%81%8D%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%80S%20H%20I%20G%20E%20N%20A%20R%20I%20%EF%BC%92%E3%83%BC%E5%A4%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E8%A7%A3%E3%81%8D%E6%98%8E%E3%81%8B%E3%81%97%E6%91%A9%E5%A4%A9%E6%A5%BC%E3%81%B8%E3%83%BC%E3%80%80%E3%83%BC%E3%81%B6%E3%82%89%E3%82%8A%E6%95%A3%E7%AD%96%EF%BC%88%E3%82%AA%E3%83%95...
mailto:?subject=%E5%AE%98%E5%AD%A6%E9%80%A3%E6%90%BA%EF%BC%86%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E9%80%A3%E6%90%BA%EF%BC%81%E9%9D%9E%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E3%83%BB%E5%B1%8B%E5%A4%96%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%EF%BC%81%E3%80%80%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3%E5%A4%9A%E6%91%A9%E5%8C%BA%C3%97%E3%81%BE%E3%81%A1%E6%AD%A9%E3%81%8D%E8%AC%8E%E8%A7%A3%E3%81%8D%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%80S%20H%20I%20G%20E%20N%20A%20R%20I%20%EF%BC%92%E3%83%BC%E5%A4%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E8%A7%A3%E3%81%8D%E6%98%8E%E3%81%8B%E3%81%97%E6%91%A9%E5%A4%A9%E6%A5%BC%E3%81%B8%E3%83%BC%E3%80%80%E3%83%BC%E3%81%B6%E3%82%89%E3%82%8A%E6%95%A3%E7%AD%96%EF%BC%88%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%AF%87%EF%BC%89%E3%83%BC%E3%80%80&body=%E5%AE%98%E5%AD%A6%E9%80%A3%E6%90%BA%EF%BC%86%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E9%80%A3%E6%90%BA%EF%BC%81%E9%9D%9E%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E3%83%BB%E5%B1%8B%E5%A4%96%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%EF%BC%81%E3%80%80%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3%E5%A4%9A%E6%91%A9%E5%8C%BA%C3%97%E3%81%BE%E3%81%A1%E6%AD%A9%E3%81%8D%E8%AC%8E%E8%A7%A3%E3%81%8D%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%80S%20H%20I%20G%20E%20N%20A%20R%20I%20%EF%BC%92%E3%83%BC%E5%A4%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E8%A7%A3%E3%81%8D%E6%98%8E%E3%81%8B%E3%81%97%E6%91%A9%E5%A4%A9%E6%A5%BC%E3%81%B8%E3%83%BC%E3%80%80%E3%83%BC%E3%81%B6%E3%82%89%E3%82%8A%E6%95%A3%E7%AD%96%EF%BC%88%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%AF%87%EF%BC%89%E3%83%BC%E3%80%80%0d%0ahttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000060403.html
https://prtimes.jp/im/action.php?run=html&page=releaseimage&company_id=60403&release_id=21


※昨年の様⼦

★ゲームのポイント★

✔地域と⾏政が⼀体となり企画・運営。明治⼤学クイズサークル「イージオス」と官学連携。 

✔難易度別に2つのコースを⽤意し、年代問わず多くの⽅に楽しんでいただけるよう⼯夫。 

✔多摩区内の50箇所の施設、店舗と連携。140点を超える参加者特典の提供。 

✔新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の観点から、スマートフォンを使った⾮接触の屋外イベント。 

✔新元号「令和」の⽂字を揮毫された茂住⻘邨先⽣がイベントタイトルを制作。 

ゲームサイトURL：http://tamaku-nazo.net/ 

 

【ストーリー】

昨年、多摩区にゆかりのある源頼朝の重⾂ 稲⽑三郎重成が現代に⽣きる我ら

に残したメッセージがあることが分かった。

だがしかし、あの暗号メッセージには、続きがあった―

稲⽑三郎重成は、どうやら町も探索し、「憩いの場」にしたかったようだ。

あの暗号メッセージの続きは、重成ゆかりの周辺に隠れているらしい。君

は、稲⽑三郎重成が残した暗号メッセージを解けるか、スマホを使って挑戦

したまえ！

 

【実施概要】

名称    ピクニックタウン多摩区×まち歩き謎解きゲーム 

      『S H I G E N A R I２ ー多きを解き明かし摩天楼へー』 

     「ぶらり散策（オフライン篇）」

開催期間  2021年10⽉9⽇（⼟）〜11⽉7⽇（⽇） 

開催場所  川崎市多摩区 ⽣⽥・⻑沢エリア

参加費   無料（特設サイトからどなたでもご参加いただけます）

主催    川崎市多摩区

協⼒    明治⼤学クイズサークル「イージオス」

      多摩区内50箇所の施設・店舗 

多摩区ホームページ： https://www.city.kawasaki.jp/tama/page/0000131357.html 

〈コースについて〉

「ぶらり散策（まち歩き篇）」では難しいコースと易しいコースの2種類を⽤意しました。 

難しいコース（⻑距離）はゴール地点まで約5キロ程度で、易しいコース（短距離）はゴール地点まで約3キロ程度

です。それぞれクイズの設置場所は異なりますので、どちらかお選びになりご参加ください。 

謎解きが得意な⽅、難しい問題にチャレンジしたい⽅は難しいコース、⼩学校低学年や⼩さいお⼦様をお連れの⽅

には易しいコースがおすすめです。 

①難しいコース（⻑距離）／ゴール地点まで約5キロ程度 

スタート地点：⽣⽥駅（神奈川県川崎市多摩区⽣⽥７-８）

➁易しいコース（短距離）／ゴール地点まで約3キロ程度スタート地点：クリーニングWAKO⻑沢ファクトリー併

設店（神奈川県川崎市多摩区⻑沢4-37-10） 

 

第1弾「ぶらり通信（オンライン篇）」に関して

『S H I G E N A R I２ ー多きを解き明かし摩天楼へー』では、昨年よりも多くの⽅に多摩区の魅⼒を発信してい

きたいという思いから、⾸都圏エリア以外の⽅にもご参加いただけるよう、オンラインとオフライン2段階の開催

を企画しました。

第1弾として、オンライン上で謎を解き進めながら、多摩区内のスポットを周遊してもらう、完全オンライン型謎

解きゲーム「ぶらり通信（オンライン篇）」を開催し、開催1ヶ⽉間で約500⼈の⽅に参加いただきました。⼤阪

府や愛知県など遠⽅にお住まいの⽅々にも参加いただき、当初の⽬的であった、⾸都圏エリア以外の⽅にも多摩区

の魅⼒を訴求することができました。

そして、今回開催する「ぶらり散策（オフライン篇）」では、「ぶらり通信（オンライン篇）」とは異なる多摩区

のエリアを実際に巡ってもらいながら、謎を解き進めます。メインビジュアルも「ぶらり通信（オンライン篇）」

の夏らしい明るく爽やかな⾊使いのデザインから、「ぶらり散策（オフライン篇）」では、深まる秋を表現するべ

く、⾚みがかった空をデザインしています。 

「ぶらり通信（オンライン篇）」と 「ぶらり散策（オフライン篇）」の開催により、⻑期間を通して、多摩区の

魅⼒発信、地域活性化に繋げていきます。 

AnyFix、iTunes12.12が起動
できない不具合を修復対応

iMobie Inc.

シリーズ最新作『モンスター

ハンターライズ：サンブレイ

ク』、2022年夏に発売決定…

株式会社カプコン

あと払いサービス「ペイデ

ィ」、TVCMを9⽉25⽇より
公開 [Alexandros]川上洋…

株式会社Paidy

町⽥啓太がWebメディアでフ
ァッション連載！初回から

「美しすぎる」存在感

株式会社⼩学館

無料で365⽇遊べるケイリン
アプリ「TIPSTAR」新TVCM
NAOTOさん、⽩濱さん、メ…

株式会社ミクシィ

【コワーキングスペースが1⽇
あたり180円〜】京⼤⽣ベン
チャーが運営するコワーキ…

株式会社VMK

⼯作機械市場は2027年までに
95,169.1百万⽶ドルに達する
と予想される

Astute Analytica

“FIRST TAKE”で怪談話を披
露！テレビ⼤阪「初⽿怪談

FIRST TAKE」に島⽥秀平…

テレビ⼤阪株式会社

⾼性能ウェブカメラ『Coolp
AI Huddle 』が15,000円割
引！Amazonにて割引クー…

TIKTECH TECHNOLOGY
LIMITED

⾳声・動画プラットフォーム

「ZATSUDAN」株式投資型ク
ラウドファンディング募集…

株式会社ZATSUDAN

Facebookで⼈気のプレスリリ

オープンイノベーション

版 ⼈気企業ランキング 
有望スタートアップ企…

株式会社プロジェクトニッポン

LTV最⼤化を実現するBX
（Brand Experience）
プラットフォーム…

株式会社wevnal

株式会社Relicホールディ
ングスの設⽴及び持株会

社体制への移⾏に関す…

株式会社Relic
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「ぶらり通信（オンライン篇）」の詳細は、下記URLをご確認ください。 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000060403.html

 

「ぶらり通信（オンライン篇）」

 

「ぶらり散策（オフライン篇）」

 

謎解きの進め⽅

①特設サイトを開く

・スマートフォンやタブレット端末など、WEBサイトを閲覧できる端末を⽤意してくださ

い。

・必要に応じてメモと筆記⽤具の⽤意をお願いします。 

※メモは特設サイトよりダウンロードいただけます。 

・スマホの標準ブラウザのアドレスバーに以下のURLを⼊⼒、またはQRコードリーダーで 

QRコードを読み込み、特設サイトを開きます。 

サイトURL：http://tamaku-nazo.net/ 

※QRコードリーダーで読み取ったQRコードは、iPhoneは「Safari」、Androidは「Chrome」で開いてくださ

い。

②謎解きスタート

・最初の謎解きスポット「⽣⽥駅」もしくは「クリーニングWAKO⻑沢ファクトリー併設店」に設置されたQRコ

ードを読み取り、謎解きをスタートします。 

※今回は「難しいコース」「易しいコース」の2コースご⽤意しているため、コースによってスタート地点が変わ

ります。 

※謎解き（クイズ）の回答が次に向かうべきスポットの名称となっています。 

③ヒントワードをゲット

・解答し、更に次のスポットで再度QRコードを読み取ると、新たな謎（クイズ）と共に、重成の暗号メッセージ

を解き明かすのに必要となる「ヒントワード」が表⽰されます。 

・各スポットの謎（クイズ）に回答しながら、次のスポットを⽬指し、ヒントワードを集めています。 

④暗号メッセージを解く

・全ての謎解き（クイズ）に解答後、集まったヒントワードをもとに重成の暗号メッセージを解き明かします。 

⑤賞品に応募する

・ゲームをクリアした⽅は、多摩区の魅⼒が詰まった各種プレゼントに応募できます。 

※当選者はご応募いただいた⽅の中から抽選により決定し、後⽇PR事務局より賞品を発送いたします。
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※昨年の様⼦

※昨年の様⼦

140名様にプレゼント！ 

「よみうりランドの遊園地⼊園ご招待券/HANA・BIYORI ⼊園ご招待券」や 

多摩区ゆかりのプロスポーツグッズ、多摩区銘菓詰め合わせ、ミシュランガ

イド掲載店舗のお⾷事券など全18種の賞品が当たります！

協⼒施設・店舗

協⼒（50⾳順）：arc bakery アークベーカリー、ASA南⽣⽥、⽣⽥緑地共同事業体、⼩⽥急電鉄(株)⽣⽥駅、カ

ットハウス セピア、⾦⼦⼿芸店、川崎市菓⼦協議会多摩⿇⽣⽀部、川崎市交通局、 (株)川崎フロンターレ、餃⼦

の雪松 南⽣⽥店、クリーニングWAKO⻑沢ファクトリー併設店、珈琲⾖焙煎イーズ、五反⽥神社、コンディトラ

イなかがめ⽣⽥駅前店、コンフィ&ミール （COMFY&MEAL）、サロンドユリ、サンタトゥルーランド、(株)ジ

ェイコム湘南・神奈川 町⽥・川崎局、旬菜居酒屋 なごみ、⼩紅楼、寿し清雅、スターの昼寝、諏訪社、セテュヌ

ボンニデーアトリエ、(株)タウンニュース社、⾼橋⼯務店、千歳ベーカリー、（株）DeNA川崎ブレイブサンダー

ス、とんかつ武信、とんかつ仏蘭⻄亭、⻑沢商店会、⻑沢⾃治会、⻑沢ひろば、⻑沢まちづくり協議会、パティス

リーノコノコ、麓⼭、Fit care Depot ⻑沢店、フラワーショップヤマ、フレスコベンガベンガ⻑沢店、プロレス

リング・ヒートアップ(株)、マカナエ電気、みた・まちもりカフェ、明治⼤学⽣⽥キャンパス、明治⼤学平和教育

登⼾研究所資料館、めし処 親爺の気まぐれ、モンタナ、やきとり 安ちゃん、ゆうしん鍼灸整⾻院 ⽣⽥、（株）よ

みうりランド、 (有)リカ＆フーズかどや（⾓屋） 

 

参加者の皆様へ

【注意事項】

・歩きながら携帯電話やタブレット端末の操作をすることは⼤変危険ですのでお⽌めください。

・ゲームの所要時間は休憩なども含め難しいコースは3時間、易しいコースは２時間を⽬安としております。制限

時間はございませんが、早朝・⽇没後のご参加は協⼒スポット及び近隣住⺠の迷惑となりますのでご遠慮くださ

い。

・ゲーム参加中は、⼀般の⽅の迷惑とならないようにご配慮ください。公共の道路や施設内、店舗前に座り込んだ

り、⼊⼝を封鎖するなど通⾏の妨げになるような⾏為はご遠慮ください。

・交通ルールは守り、事故や怪我のないように、⼗分気を付けてご参加ください。万が⼀、事故や怪我、事件、盗

難が起こっても主催者は⼀切の責任を負いかねます。 

・謎（問題）の難易度から、本ゲームの参加推奨年齢は10歳以上となっております。推奨年齢未満のお⼦様には

少々難易度の⾼いゲームとなっておりますので、推奨年齢未満のお⼦様は、親⼦連れ等でご参加ください。 

・問題や解答、QRコードの掲⽰場所等をブログやSNS、インターネットで公開することはご遠慮ください。 

その他詳しい注意事項は下記よりご確認ください。

サイトURL：http://tamaku-nazo.net/

【新型コロナウィルス感染症対策】

安⼼してまち歩き謎解きゲームを楽しんでいただくために、感染症対策に⼗

分ご配慮ください。

・参加前には、検温等の体調チェックを実施し、発熱がある場合や⾵邪症状

がみられる場合には、参加を控えていただきますようご協⼒をお願いしま

す。 

・⼿洗い、アルコール消毒を徹底し、マスク着⽤・咳エチケットのご協⼒をお願いします。 

・⼈との間隔を空けるようにしてください。（できるだけ2ｍ、最低1ｍ） 

・密閉・密集・密接の回避を意識してください。

 

10⽉下旬〜11⽉上旬『⻑沢商店会AUTUMN FESTA by ⻑沢諏訪社』開催！

「ぶらり散策（オフライン篇）」のスポットの⼀つである、「諏訪社」にて、2021年10⽉下旬〜11⽉上旬（1⽇

限定）に、 『⻑沢商店会AUTUMN FESTA by ⻑沢諏訪社』を開催します。地元の団体による屋台やキッチンカ

ーが出店し、『 S H I G E N A R I２』を⼤いに盛り上げます。 

 

【イベント概要】

開催⽇時：2021年10下旬〜11⽉上旬（1⽇限定開催） 

ツイート

メール

素材DL

http://tamaku-nazo.net/
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https://b.hatena.ne.jp/add?mode=confirm&url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000060403.html&title=%E5%AE%98%E5%AD%A6%E9%80%A3%E6%90%BA%EF%BC%86%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E9%80%A3%E6%90%BA%EF%BC%81%E9%9D%9E%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E3%83%BB%E5%B1%8B%E5%A4%96%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%EF%BC%81%E3%80%80%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3%E5%A4%9A%E6%91%A9%E5%8C%BA%C3%97%E3%81%BE%E3%81%A1%E6%AD%A9%E3%81%8D%E8%AC%8E%E8%A7%A3%E3%81%8D%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%80S%20H%20I%20G%20E%20N%20A%20R%20I%20%EF%BC%92%E3%83%BC%E5%A4%9A%E3%81%8D%E3%82%92%E8%A7%A3%E3%81%8D%E6%98%8E%E3%81%8B%E3%81%97%E6%91%A9%E5%A4%A9%E6%A5%BC%E3%81%B8%E3%83%BC%E3%80%80%E3%83%BC%E3%81%B6%E3%82%89%E3%82%8A%E6%95%A3%E7%AD%96%EF%BC%88%E3%82%AA%E3%83%95...
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メディアユーザー新規登録

無料

メディアユーザーログイン

既に登録済みの⽅はこちら

     11:00 〜 15:00（荒天時翌⽇に順延） 

開催場所：諏訪社（神奈川県川崎市多摩区⻑沢4-7-1） 

共催：⻑沢商店会／⻑沢まちづくり協議会

協⼒：⻑沢諏訪社／⻑沢⾃治会／東百合丘町会／⻑沢団地会

※新型コロナウイルスの感染拡⼤状況により開催中⽌となる場合がございま

す。 

詳しくは、⻑沢まちづくり協議会公式Twitter（https://twitter.com/nagasawa_town）をご確認ください。 

※本イベントは感染対策を万全にして実施しますが、ご来場の際はマスク着⽤、アルコール消毒、咳エチケットな

ど感染対策を徹底いただきますようお願いします。また、発熱がある場合や⾵邪症状がみられる場合には、ご来場

をお控えください。

【⻑沢商店会コメント】

毎年、⻑沢地域では、初詣にはじまり、⻑沢納涼盆踊り⼤会、諏訪社祭礼と地域の⼈たちが集まり、⼦どもたちが

⾶び回る笑顔のイベントが開催されています。 

ところが、コロナ禍で、地域の⼈たちの元気がなくなり、⼦どもたちのはしゃぎ回る声も聞こえなくなりました。 

私たちは、感染対策を考え、社会情勢を鑑みながら⻑沢地域に元気を届けたいと思い開催することにしました。

 

謎解きにピッタリ！シェアサイクルのご案内

川崎市では、登⼾・向ヶ丘遊園駅周辺を含め市内8エリアで公共⽤地等にサイクルポートを設置し、OpenStreet

㈱と共同で実証実験を実施しています。令和3年7⽉末時点の市内のサイクルポート数、233か所うち多摩区内には

38か所（R3.7⽉末時点）設置されています。借りた⾃転⾞はどのサイクルポートでも返却可能となっており、シ

ェアサイクルで謎解きゲームを回るのもおすすめです。 

 

【SHIGENARI2 スタート地点周辺のサイクルポート】 

セブンイレブン川崎三⽥１丁⽬店（川崎市多摩区三⽥1-1-7 

21台設置） 

⽣⽥根岸跨線橋下公園（川崎市多摩区枡形4-6 ７台設置） 

聖マリアンナ医⼤（川崎市宮前区菅⽣2-16-2 11台設置） 

セブンイレブン川崎⻑沢４丁⽬店（川崎市多摩区⻑沢4-27-4 

５台設置）

セブンイレブン川崎東⻑澤店（川崎市多摩区南⽣⽥5-2-9 10台設置）

【シェアサイクルステーションマップ】

https://www.hellocycling.jp/map/ 

シェアサイクルのご利⽤は、スマートフォン等で「HELLOCYCLING」のアプリをダウンロードし、会員登録を⾏

ってから利⽤できます。利⽤料⾦15分ごとに70円（12時間最⼤1,000円）（期間中、変更する場合がありま

す。） 

詳細は「HELLOCYCLING」ホームページでご確認ください。

HELLOCYCLING ホームページ：https://www.hellocycling.jp/ 

⾃転⾞に乗る際は安全利⽤を⼼掛けてください。

https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000048569.html 

 

◎ このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります。

メディアユーザー登録を⾏うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会⾒の情報など様々な特記情報を閲覧できます。 

※内容はプレスリリースにより異なります。

ツイート

メール

素材DL
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https://twitter.com/nagasawa_town
https://www.hellocycling.jp/map/
https://www.hellocycling.jp/
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