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“子どもの頃に遊んだ一番
楽しかった思い出は何ですか?”

マルコ・ランクマン
IKCグローバルCEO

“思い出に心を巡らす時きっとあなたは笑顔になっていると思います。	
幸福な思い出だからというだけでなく、ポジティブな環境で、	
本当の自分でいられた幼少期の自由な気持ちが取り戻されるからです。

子どもであるということは笑い、遊び、ファンタジーの世界に生きること。
自分を信んじ、他者を尊び、創造力豊かで、正直でそして	
何よりも偏見がないこと。

幼少期、脳にはその後の人生を定義付ける何億ものコネクションが	
形成されますが、	世界中の子どもたちのためにポジティブな環境の	
軌跡を残すことが私のミッションです。

是非ご一緒にプレイコンセプトで作られる独自の世界を体験ください。”		



	“IKCはすべての年齢の子どもた
ちに楽しく成長を促す教育的
なゲームを創造しています。”
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できるだけ長く子どもでいられる機会を与えることでIKCは
世の中をよりよく変えています。子どもたちはクリエイテ
ィブで教育的なプレイコンセプトでハッピーな気分で、	
自分らしく。どんな大人の場所でも子どもたちは厄介者にな
らずに温かく受け入れてもらえる存在でいられます。

子どもの遊びは世界どこでも同じです	子どもの遊びは世界どこでも同じです	

IKCのルーツはオランダにありますが、わたしたちのプレイ	
コインセプトは世界中で受け入れられています。それは国	
毎の文化や言語の違いはあっても基本的に子どもの遊びは	
どこでも同じだから。

子どもの成長と発育において遊びは欠かせません。IKCの
遊具は安全でかつ言葉で説明しなくても遊び始めることが
できます。遊びながら学ぶという教育的なコンセプトはソ
フトウェアゲームにもみることができます。例えばIKCの
「魚釣り」テーマのゲームで釣るのは魚なくプラスチック
ゴミ	だったり。そしてキャッチしたゴミをどうリサイクル
するのかも楽しく教えています。こうした遊びを通じて子
どもたちは社会性と人間性を育んでいきます。世界中の	
子どもたちの成長を応援することで、IKCは未来に投資を	
しているのです。

遊びの力は世界共通遊びの力は世界共通
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子どもたちは楽しくやりがいある遊びができる場所がお気に入り。	
そして子どもたちは幸福な記憶や経験と共に時代を越えそうした場所に愛着を抱き	
大人に成長した後も今度は親としてひとりの消費者として楽しい時間が過ごせた場所
へとまた戻ってきます。子どもたちが夢中になって遊んでくれれば大人はゆっくり他
の事ができます。結果的に多くの商品を購入したり、何度もまた足を運んでくれるよ
うになります。子どもたちが厄介者にされるどころか大事に受け入れてもらえている
と感じられたら、大人も次回もまた来ようと思うはずです。	

プレイバリュー投資プレイバリュー投資

キッズコーナーを作ることは子どもたちを喜ばせるだけではなく周りの大人や家族
も満足させ事業にプラスの効果をもたらします。喜んでくださったお客様はリピーター
となり、子ども連れでない家族や大人も騒がしく走り回る子どもがいないため、
ゆっくり落ち着いて過ごすことができて皆が心穏やかに。場所が狭くても広くて
も、予算がタイトでも潤沢でも。IKCのプレイバリューは予算をかける価値のある
未来への投資です。IKC	が見ているのは「現在」であり「未来」という時間軸なの
です。

	 	 収益増
	 	 来園、来院者、客数の増加
	 	 リピーターの増加
	 	 ストレスなく落ち着いた空間
	 	 独自の体験

短長期的にみる短長期的にみる
プレイバリューの利点プレイバリューの利点



	“子どもの遊びに対する愛情と知識を	組
み合わせどんな場所も子どもにやさしい
環境へと変えるパワフルな製品を手掛け

ています。”
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プレイコンセプトは	プレイコンセプトは	
どこにでもどこにでも

お店・ショッピングセンター・商業施設	お店・ショッピングセンター・商業施設	
子どもたちが楽しく遊んでいる間、大人はより多くの商品を手に取ってじっくりとお買い
物ができます。IKCのプレイコンセプトがあることで、お客様に商品をゆっくりお好きな
だけ選んで頂くことができ、その結果が売上に反映されます。楽しく遊ぶ子どもたちがそ
の場にいることはお客様全体のショッピング体験にもプラスの効果をもたらし、ブランデ
ィングの確立、向上も期待	できます。

教育・保育施設	デイケア教育・保育施設	デイケア
楽しく過ごすことが一番の目的である場所にデイケアセンターがあります。保護者は信頼
して子どもたちのお世話をお願いするわけですから、すべての子どもたちに安全な環境を
用意することはまちがいなく重要です。IKCの教育的なプレイコンセプトで子どもたちは
安全に充分満足するまで遊ぶことが出来ます。

医療機関医療機関
病院や歯科医への通院、処方箋でお薬をもらう薬局では必ず待たされるものです。待合室
にプレイコンセプトを設けることですべての患者さんやスタッフに心地よい雰囲気がもた
らされます。騒騒しくなることなく子どもとより落ち着いていられるので受付から診察、
お会計まで流れもスムーズです。

ホスピタリティ	飲食・宿泊施設ホスピタリティ	飲食・宿泊施設
子どもたちも楽しむことができるかどうかがお客様にディナー、ホリデー、旅行、宿泊を楽
しんで頂くカギのひとつ。どのお客様にもふさわしい居場所を作ることで、すべての人が温
かく歓迎されていると実感でき、またせかされることなくもう一杯ドリンクをおかわりする
余裕も生まれます。居心地よい上質の時間、空間を体験された後はリピーターとなる可能性
も高まります。

テーマパーク・レジャー施設テーマパーク・レジャー施設
どの年代にとってもおでかけはワクワクすることですが、チケットや食べ物を購入するの
に長い列に並ばざるをえないことも。大人はそれでも長い行列に耐えることができますが
子どもたちはそうはいきません。キッズコーナーがあればじっと待つことが苦手な小さな
お子さんに待ち時間でさえも安全で楽しい場所を提供してあげられます。

公共施設公共施設
市役所の受付、空港等、公共施設にキッズコーナーがあれば、担当者とビジターは邪魔さ
れず手続きに集中することが出来ます。大人の快適な空間が確保され、家族連れも周りに
気を使わずに済みますし、うれしそうな子どもたちを見た大人もまた幸せな気持ちになり
ます。

インテリアデザイナーインテリアデザイナー
最近はより多くのインテリアデザイナー、建築家、事業開発者がプレイバリューを設計図	
面作成の早期段階に組み入れています。キッズスペースを最初から組み入れるためにIKC	
は3Dモデルを提供。どのプロジェクトも最適な形で設置できるようサポートしています。



	“壁のゲームからカスタマイズされたプ
レイ	コーナーまで、IKCのコンセプト
なら遊びの可能性は無限です。”
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ひらめきが得られるひらめきが得られる
コレクションコレクション

IKC	モンスターIKC	モンスター
モンスターコレクションは宇宙を通じた冒険の旅。	はっきりとし	
た色使いで子どもたちのファンタジーを刺激し、高度な遊びに挑	
みます。

IKC	デルタIKC	デルタ
デルタコレクションにはインタラクティブな遊びとタッチスクリ	
ーンを搭載、同時に4人の子どもたちが遊ぶことが出来ます。		
画面も簡単にお手入れができ壊れることなく丈夫です。

IKC	北極IKC	北極
北極コレクションはサステイナブルで自然でスッキリとしたナチ	
ュラル感が特徴。木製フレームは白のシルクスクリーン	印刷レイ	
ヤーと木製アクセントでできています。

設計から設置まで自社で手掛けることで製品の安全性と楽しさを担保しています。	
確かな素材と製造技術によりIKCの製品は長持ち。そして衛生面にも最大限配慮し
ています。製品は除菌スプレーや住宅用クリーナーで簡単にきれいにすることがで
き汚れや匂いのない清潔な環境を守ります。通常のクリーナー使用で塗料が剥がれ
たり損傷することはありません。

IKC	ボックスウッドIKC	ボックスウッド
ボックスウッドコレクションは人間工学的に設計された子ども用	
の家具で、ナチュラルな見た目と木の感じが特徴です。様々な色	
の木製チェア、テーブル、ベンチ、	ビーズテーブルがあります。

IKC	クラッシックIKC	クラッシック
クラッシックコレクションには時代を超えて使える、愛されるデ	
ザインが満載。わかりやすいスタイルや明るい色彩感で世界中で	
何年もヒットしています。
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錨を上げて錨を上げて
HxWxD

70x45x3.5cm

スプラッシュ・ダウンスプラッシュ・ダウン
HxWxD	

100x146.50x78cm

壁材	定規壁材	定規
HxWxD

168.5x52x1.2cm

壁材	舵輪壁材	舵輪
HxWxD	

102x102x1.2cm

ぬいぐるみぬいぐるみ
サイズはそれぞれ異なります

アニマルファッションアニマルファッション
HxWxD

70x45x3.5cm

氷河期氷河期
HxWxD

70x45x3.5cm

森の中へ森の中へ
HxWxD

70x45x3.5cm

北極光北極光
HxWxD

70x45x3.5cm

日夜日夜
HxWxD

60x60x7.5	cm

氷河の一角氷河の一角
HxWxD

60x60x29cm

ハッピーペンギンハッピーペンギン
HxWxD

60x60x7.5	cm

オール・アボードオール・アボード
HxWxD	

120x183.50x79cm

壁材	救命浮輪壁材	救命浮輪
HxWxD

85x85x1.2cm 壁材	カバノキ	PW壁材	カバノキ	PW
HxWxD	

160x67.5x1.2cm

壁材	カバノキ	PM壁材	カバノキ	PM
HxWxD

180.5x60.5x1.2cm

北極コレクション北極コレクション
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ザキロ10	インチザキロ10	インチ
HxWxD	19x27x4cm

適応性あるエコー適応性あるエコー
HxWxD	70x45x9cm

プレイタッチ17インチプレイタッチ17インチ
HxWxD	70x45x9	cm

プレイタッチ21インチプレイタッチ21インチ
HxWxD	55x60x10cm

タッチテーブルタッチテーブル
HxWxD	56x88x59	cm

デルタ65インチデルタ65インチ
HxWxD	120x180x29cm

プレイタワータッチプレイタワータッチ
HxWxD	92x85x154	cm

センダンテーブルセンダンテーブル
HxWxD	74x74x80cm

マルチ・プレイフットマルチ・プレイフット
HxWxD	55x60x50cm

スイング・トップ迷路スイング・トップ迷路
HxWxD	57.5x60x60cm

インタラクティブ・プレイモジュール	インタラクティブ・プレイモジュール	
製品製品

時計は回るよ時計は回るよ
HxWxD	60x60x7.5	cm

スピンボールスピンボール
HxWxD	60x60x7.5	cm

計算機の車輪計算機の車輪
HxWxD	70x45x3.5cm

ジャングルフィーバージャングルフィーバー
HxWxD	70x45x3.5cm

メモリーメモリー
HxWxD	70x45x3.5cm

スクエアロジックスクエアロジック
HxWxD	70x45x3.5cm
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小さな遊びの環境小さな遊びの環境
IKCプロダクトは誰にでも親しみやすく、やりがいがあり想像性豊
かで長く楽しめる製品です。それはIKCが子どもたちがどう考え	
どう体験し、どう遊んでいるのかを日々研究探求しているから。

またお客様の元で遊ぶ子どもたちの観察からヒントを得て学んで	
います。IKCは学ぶことに夢中になってやり足りないな、	
もっとやってみたいなと思ってもらえるような体や頭を動かすコン
セプトに焦点を当てています。	チームはそうしたゲーム作りが得
意でなにより情熱と力を注いでいます!
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なぜカスタマイズ?なぜカスタマイズ?
お客様の事業理念やコアな部分に合ったプレイエリアを設置すること	
で人々は毎回足を運ぶ度にブランドや価値に触れ、目にすることにな	
ります。カスタマイズにより子どもたちや大人の間におけるブランド	
愛着、絆、カスタマー体験が強化され、ブランドイメージに合う世界	
観を作り上げる。それは高印象と結果を残します。

壁設計とEPDMフロア壁設計とEPDMフロア

企業のロゴを配置しブランドのシンボルカラーで統一する。あるいは	
好感度の高いデザインに変える。キッズコーナーの価値を高める方法	
は色々とあります。床をゴム製の衝撃吸収マットEPDMフロア(全16	
色)に変更し、場所に合うよう自由にアレンジすることも可能です。	
IKCは製造開始から終了までの全工程を管理し、独自の設計生産をし	
ています。店舗、企業、施設、機関、どんな場所であっても、設計か	
ら据え付けまで、世界中のブランドに合わせた、設置目的、ニーズに	
マッチする様々なプレイコンセプトを手掛けています。
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	“経験と実績そして高い専門性
を組み合わせることで、その場
	にふさわしい最高のプレイ
コンセプトを作り上げます。”
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ゼロから設計ゼロから設計
IKCの誇りは子どもの世界に浸って考えるクリエイティブで想像豊かなチーム。高い意	
識と能力を持つそうしたチームからどの場所にもふさわしい高価値のキッズコーナーが		
誕生するからです。IKCのコレクションからお選び頂いても、カスタマイズで選んで頂
いても、デザインの可能性は無限です。

詳細が重要詳細が重要
IKCのデザイナーはいかなるファンタジーも素敵なデザインで現実にしてしまいます。	
紙でスケッチする初期段階からリアルな3D製図作成まで。すべての遊びの要素は丁寧	
に詳細に注意を払いながら設計されます。概念的思考はデザインチームのDNAです。

インタラクティブなゲームインタラクティブなゲーム
子どもたちがデジタル世界の冒険に繰り出し、数多くの難しい課題をこなしていくイン
タラクティブなゲームがたくさんあります。数多くのソフトウェアソリューション、お
選び頂けるゲームがありますが、どのゲームもIKCのタッチスクリーンに搭載でき接続
されると自動認識設定が行なわれ、すぐに使用できます。インタラクティブな遊びは子
どもだけでなく、大人も一緒に楽しめる人気ゲームです。

3Dプレゼンでイメージが湧きやすく3Dプレゼンでイメージが湧きやすく
お客様へのプレゼンでは一番現実的なイメージが湧く3Dを使って行っています。プレ
イエリアが実際どういう雰囲気になるのかが3Dではっきりするので、具体的な完成後
のイメージもしやすくなります。



	“子どもが楽しく遊んでいる
ことが積極的な長期的

ブランド認知、ブランド構築に
つながります。”
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12年以上に渡りプレイコンセプトを作り続け、サプライチェーンの全工程をコントロール。		
オランダと中国上海に本社を構え、世界中のお客様に対応しています。

欧州本社欧州本社
本社はオランダにあり、デザイナーやマーケティングチームが営業や物流の専門家と一緒になって		
すべてのお客様に最適な形で対応しています。流通センターとしての機能を持つ倉庫もあり、修理士は	
据え付けの準備もします。

アジア本社アジア本社
中国商業チームが上海、アジア本社の中にあります。独立した営業、マーケティング、デザイン部門の		
チームが急成長を遂げる中国市場、そして近隣諸国の日本、シンガポール、タイ、インド等にプレイバ	
リューを提供しています。

代理店代理店
営業チームに加え、広範囲の代理店ネットワークを構築。代理店の皆様と共に仕事をしています。代理店
のネットワークを通じ世界中の国々とつながり、海外諸国に関する事情の精通とわたしたちのプレイバリ
ューの専門性がしっかり手を結ぶことですべてのお客様に適切に対応することができます。

海外営業販売ネットワーク海外営業販売ネットワーク



“遊び力。子どもたちが遊んで
いる中、待合室	にはゆっくり
快適な時間が流れている。”
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自社生産自社生産
IKCの自社工場は中国東部、上海から1時間30分ほど行った嘉兴市にあります。工場で
プレイコンセプトのすべてを生産しているため、製造過程における各段階のコントロ
ール、製品の安全性が保証、担保されます。

素材の選択素材の選択
最高級の素材原料のみが最高のプレイコンセプトを作るという考えに基づいて、製品	
には高品質の素材しか使いません。IKCの製品には温かみや頑丈性を有した	FSC	(森	
林管理協議会)	認証のブナ材やMDFが使われています。プレイコンセ	プトは水性塗料	
で色付けされ、傷に強い、抗菌性のラッカーで仕上げられます。

生産過程生産過程
木材が工場に届いて研磨がかけられ、最終的に手で製品にやすりがかけられるまで。	
最初の塗料から最後の仕上げのラッカーまで。IKCは製品を大切に扱っています。伝統	
的なシルクスクリーン印刷を使いグラフィックスが作られ、ペイントは手作業、各色	
はそれぞれ別々に色付けされます。

安全性と認証安全性と認証
IKCの製品はスイスにある世界最大規模の検査機関であるSGS研究所の検査認証済。
ヨーロッパのEN-71安全基準にも遵守しており、安全で頑丈である証明付きです。保証
期間が2年なのも、品質検査を実施し常に最高レベルの安全性を保っているからです。
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IKCが環境にダメージを与えない、安全で持ちのよい丈夫な素材を使用しているのはなぜ	
でしょうか。それは私たちは今の子どもたちだけでなく将来の子どもたちのことも考えて
いるからです。

高品質素材を意識的に選ぶ高品質素材を意識的に選ぶ
サステイナブルで耐久性ある製品作りはまず正しい素材選びから始まります。最高品質の
木材と有害な化学物質を残さない塗料をIKCでは使っています。またプラスチックは使用
最小限にし、できるだけリサイクルに努めています。フレームには素材由来がはっきりし
ているFSC認証の木材を使用。地元コミュニティーを守り地域や森林破壊がリスクにさら
されることなく、環境を守る方法を意識的に選択しています。また以下5つのポイントを
念頭に、生産プロセスの効率化を常に見直しています。

	 	 フェアな素材・フェアな施設を使用	
	 	 無駄をなくす配達回数、輸送の計画	
	 	 効率的なエネルギー利用
	 	 包装紙、梱包材のリサイクル

楽しく働く楽しく働く
スタッフを大事にし、みんなに楽しく働いてほしいと思っています。ですので、調達先の	
企業さんもIKCと同じように従業員を大事にしている所とのみ契約しています。

特徴は環境にやさしくフェアで特徴は環境にやさしくフェアで
サステナブルであることサステナブルであること



“IKCの製品は長持ちし、
安全保証済です。”
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フルサービスの哲学フルサービスの哲学
IKCのプレイエレメンツはすべて最高級のケアと細部への注視をもって設計され	
ています。キッズコーナーが設計、生産された後は安全性を最優先にIKCのメカ	
ックがプレイ遊び場を設置し、以下のフルサービスを提供して	います。
	
	 	 	広範囲に渡るアドバイス	
	 	 	完全な据え付け
	 	 	メンテナンス
	 	 	幅広い保証

ひとつのプレイエレメントを選ぶ場合も、子どものパラダイスへと場所を完全に	
イメージチェンジさせる場合もIKCは設計から設置まで責任を持って対応します。

すぐに使える	すぐに使える	

案件の大きさ等に関係なく、選定された付属品や取付部品等を用い、ていねいに	
設置を進めすぐに使える状態にしてお引き渡しします。据え付け完了後すぐに利	
用可能なため、導入したメリットを待たずに実感頂けます。
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こどもにやさしいIKCのソリューションを是非お試しくださいこどもにやさしいIKCのソリューションを是非お試しください
専門の担当者が皆さまの場所を子どもにやさしい場所へと変えるお手伝いを	
させて頂きます。特定の場に関するアドバイスや情報についてもお気軽にご相談
ください。	きっとプレイバリューの効果を実感して頂けると思います。

インターナショナル・キッズ・コンセプト	|	ヨーロッパ本社インターナショナル・キッズ・コンセプト	|	ヨーロッパ本社
De	Linge	41,	8253	PJ	Dronten,	The	Netherlands		
電話:	+31	(0)321	38	77	30
メール:	sales@ikcplay.com

インターナショナル・キッズ・コンセプト|	アジア本社インターナショナル・キッズ・コンセプト|	アジア本社
Office	1-232,	1933	Laochangfang,
611	Liyang	road,	Hongkou	district,	Shanghai,	China		
電話:	+86	(0)573	82	58	61	83
メール:	sales.cn@ikcplay.com

幸福な子どもたちがよりよい幸福な子どもたちがよりよい
未来・世の中をつくります未来・世の中をつくります

インターナショナル・キッズ・コンセプト	|	IKC	工場インターナショナル・キッズ・コンセプト	|	IKC	工場
Building	E	Huizhong	Shangbiao	555	Yaʼao	road,	Jiaxing,	China		
電話:	+86	(0)573	82	58	61	83		
メール:	sales.cn@ikcplay.com




