
エンターテインメント万博 2021 
キャンプファイヤー詳細 

 

1.目標金額 

 2,000,000 円 

2.募集方式 

 ALL-In 方式 

3.募集開始から終了日 

 2021 年 2 月 2 日～2021 年 3 月 6 日 

4.メイン画像 

 

 

 

 

 

 

 

5.本文 

はじめに 

  この度は私たちのプロジェクトをご覧頂きありがとうございます。 

私たちは鳥取県米子市にある『コラボレーション・コンサルティング合同会社』です。 

『企業・個人・技術・アイディア・サービス・商品』それぞれを、つなぎ掛け合わせコラボレーションす

ることで進化させる。不便さを解消し、沢山の笑顔を見たいという強い想いを持つスタッフが集まった会

社です。 

    

 

 このプロジェクトで実現したいこと 

コロナ禍の中、誰もがこれまでのような日常を取り戻したいと切に願っていると思います。コロナウイル

ス打破を心から願い、こんな時だからこそ地方から日本に元気を取り戻すため、YouTube 番組 ”人々の

おもいがつなぐ” エンターテインメント万博 2021 ～誰でもどこにいても共につくる～ プロジェク

トを企画いたしました。鳥取県民の誰もが参加できる番組として、私たちは子ども達に自己主張をする場

の提供、新型コロナウイルス感染症の最前線で格闘し続けている医療・福祉・行政の従事者にエールを、

病気や障がいを持つ方やそのご家族に社会とつながるきっかけを提供することを実現します。 

番組内では、 

1.人生で２度とない社会学習や自己実現の機会を失い、共に生きる喜びを感じられる機会を喪失したまま 

 で 2020 年を終えるのではなく、このイベントを通して それぞれの特技、活動、主張したいことなど 

 自分を表現する場、仲間と懸命に練習してきた成果を発表するため、鳥取県内の小学校・中学校・高校 



のすべての生徒に企画への参加を呼びかけています。子ども達の生き生きとした様子をご覧ください。 

誰もが次のステージに向け一歩を踏み出せるパワーをお届けします。 

2.観光では中々知る事ができない鳥取県の良いところを余すところなくお伝えするため、すべての市町村 

 に出向き、自分の住む町の好きなところ、自慢の場所をインタビューしながらお届けします。そして、 

 インタビューさせていただいた方には、誰かに、時には場所だったり、その方が届けたい「ありがと 

 う」のメッセージをいただき、誰もが懸命に新型コロナウイルス感染症と闘っている今「頑張れ」では 

 なく「ありがとう」の感謝の気持ちを伝えることで、心がなんだかほっとできる優しい時間をお届けし 

 ます。 

3.いつもは運動部の大会などを応援することを主な活動としている応援団やチアガール部などの学生た 

 ち。2020 年は練習を重ねても大会の縮小化や中止などにより、練習の成果を発揮する場がほとんどあ 

 りませんでした。次の明るいステージに誰もが進めるように、学生たちが心から頑張れと願う貯まった 

 熱い気持ち、エネルギーを放出し、 医療・福祉・行政従事者を中心に誰もが元気になれるエールを届 

けます。 

  

人口の一番少ない鳥取県から日本中に、そして世界に「ありがとう」でつながりそしてつむぎあげた『エ

ール』。誰もが次の明るいステージに歩み始めることを願って！この想いよ届け！ 

 

 私たちの地域のご紹介 

青く澄み渡る日本海、緑豊かな山々。鳥取県は豊かな自然に囲まれています。 「黒マグロ・白いか・ハ

タハタ・のどぐろ・松葉ガニ」 など 新鮮な海の幸は絶品！！中国地方最高峰『大山』（だいせん）の恵

みの中、のびのびと育った牛からとれた牛乳は格別！！大山といえば「大山どり」！！ 

さらに、鳥取県は「星取県」となりました。というのも、環境省が実施した全国星空継続観察において、

何度も日本一に輝いた鳥取県はどの市町村からも天の川が見え、夜空を見上げれば星に手が届きそう！美

しい星空が自慢です。雄大な鳥取砂丘の真ん中から眺める星空は、星が降ってきそうな美しさ！！名峰

『大山』も星空写真撮影スポットとして人気で、県内どこに行っても美しい星空を観察することができま

す。（鳥取県の公式 HP で星取県の星空を楽しめる動画がご覧いただけます） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 プロジェクトを立ち上げた背景 

弊社では、これまで病気や障がいを持つ子どもや、そのご家族の支援などにも取り組んでまいりまし

た。私達の取り組みの一つとして、鳥取県が行う「病気療養児の遠隔教育支援事業」で活用されてい

る、分身ロボット OriHime のサポートを行っています。分身ロボット OriHime のサポートをすることに

より、沢山の出会いと多くのことを知りました。年齢や性別に関係なく、病気や障がい等で病院や自宅

から出ることが難しい方が多くおられます。さらに、新型コロナウイルスなどの感染症予防の観点か

ら、学校や企業、各団体の様々な行事も縮小や中止を余儀なくされています。 



私達コラボレーション・コンサルティング合同会社の社員一同が、この度の企画を開催する決断へと至

ったのは、新型コロナウイルスなどの感染症と最前線で闘っている一人の医療従事者の方から「どんな

状況でも社会とつながることができたらいいのに。それが患者さんの励みにもなるのに。誰もがつなが

り支え合うことができたらいいのに」という言葉でした。 

私達は知っています。時・場・事を共有すること、誰かの役に立てるということ、人と人のつながりが

誰しも生きる気力を得るということを。そして、誰でも・どこにいても、一人でも多くの方が人とのつ

ながりにふれ、互いに支え合いこの困難な状況を乗り越えて欲しいと強く望みました。   

コロナ禍の中、時・場・事を共有することが難しくなっているのが現状です。ですが、新型コロナウイ

ルスなどの感染症に負けることなく、今後も一体となり様々な困難に誰もが一つとなり立ち向かえるよ

う、みんなで一つのものをつくり、その喜びや楽しみを共有したいという私達の想いに賛同した多くの

方の声をいただき、県民の誰もが集えるイベントとして開催することとなりました。 

そして、この人口の一番少ない鳥取県での取り組みが、日本中に広がることを強く願い、日本で初めて

の試みとなる県民の誰もが参加し共につくるプロジェクトを立ち上げました。 

 

私どもの公式 HP では、OriHime の活動を報告しております。 

 https://collabo-consul.com/orihime.html 

 

 

 

 

 

 

 これまでの活動 

  弊社では、これまで日本財団の助成団体でもある、任意団体つなぐプロジェクトと共に鳥取県主催の「医

療的ケア児等とその家族のための大山キャンプ」など病気や障がいを持つ子ども達やその家族の支援など

にも取り組んでまいりました。 

なかでも、遠隔操作が可能な分身ロボット OriHime を 2017 年 8 月より、鳥取県に導入し教育現場などで

の効果を検証。その効果が認められ、2019 年 4 月には鳥取県の病気療養児の遠隔教育支援事業として教

育現場での活用が始まりました。現在では、県内の小・中・高の学校で多く活用されています。さらには、

鳥取県での取り組みが、報道・学会等で報告され日本各地へ広がり、他県への導入にも携わらせていただ

いております。 

これまでの活動の一例を以下にご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 



2020 年 12 月 31 日 NHK「ゆく年くる年」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 7 月 31 日 国内で 1,000 万人に 1 人と言われている「メロシン欠損型先天性筋ジストロフィー」

という難病を抱える少女が、分身ロボット OriHime を活用して「中国地方最高峰・大山（だいせん）登山

に挑戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

応援いただいた資金は大切に 

このプロジェクトの番組制作 

並びに 

鳥取県内の小・中・高校生 58,667 名に配布するパンフレット制作 

 

に重鎮させていただきます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



リターンのご紹介 

 

 

 

 

 

【リターン①：とにかく応援したい】 

 『感謝』メールを送らせていただきます。 

 ただただ応援していただける方。 

 

 

 

 

 

【リターン②：名前は載せなくていい】 

  感謝状贈呈（メールにて PDF データでお渡しさせていただきます） 

  ※エンターテインメント万博 Web サイト支援者一覧にお名前は掲載されません 

  ※備考欄にて感謝状に記載する『お名前』をお知らせください。 

  5,000 円 

 

 

 

 

 

【リターン③：名前は載せときたい】 

  感謝状贈呈（メールにて PDF データでお渡しさせていただきます） 

  ＋エンターテインメント万博 Web サイト支援者一覧にお名前を掲載 

  ※備考欄にて感謝状に記載する『お名前』をお知らせください。 

  ※備考欄にて支援者一覧に表示する『お名前』をお知らせください。 

  6,000 円 

 

 

 

 

 

【リターン④：名前を載せて宣伝したい】 

  感謝状贈呈（メールにて PDF データでお渡しさせていただきます） 

  ＋エンターテインメント万博 Web サイト支援者一覧にお名前を掲載 

  ＋ご指定のサイトへのリンク 

  ※備考欄にて感謝状に記載する『お名前』をお知らせください。 

  ※備考欄にて支援者一覧に表示する『お名前』とリンクに設定する『URL』をお知らせください。 

 



 

 

 

 

 

【リターン⑤：バナー広告を載せたい】 

  感謝状贈呈（メールにて PDF データでお渡しさせていただきます） 

  ＋エンターテインメント万博 Web サイト支援者一覧にバナー広告を掲載 

  ※備考欄にて感謝状に記載する『お名前』をお知らせください。 

  ※備考欄にて支援者一覧に表示する『お名前』とリンクに設定する『URL』をお知らせください。 

  ※バナー広告データをメールでお送りください。 

  ※送付いただくバナー広告用データは『横 400px：縦 100px 以上(縦横比 4:1)』でお願いいたします。 

  ※バナーデータ送り先メールアドレス：info@entamexpo.com 

  12,000 円 

 

 

 

 

 

【リターン⑥：バナー広告を作ってほしい】 

 感謝状贈呈（メールにて PDF データでお渡しさせていただきます） 

 ＋エンターテインメント万博 Web サイト支援者一覧にバナー広告を掲載 

 ＋掲載するバナー広告を作成 ※著作権は譲渡させていただきます。 

 ※備考欄にて感謝状に記載する『お名前』をお知らせください。 

 ※備考欄にて支援者一覧に表示する『お名前』とリンクに設定する『URL』をお知らせください。 

 ※備考欄にてバナー広告のご要望をお知らせください。 

 ※著作権は譲渡させていただきます。 

 ※メールにて最終確認をさせていただければと思います。 

 50,000 円 

 

※②～⑥について、番組のエンドロールにも掲載（２列） 

※エンドロール掲載順番とお名前掲載順番は、 

 ⑥の申込みの早い順番 

 ⑤の申込みの早い順番 

 ④の申込みの早い順番 

 ③の申込みの早い順番 

 とさせていただきます。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

【リターン⑦：公式 Web サイト内ＣＭ１５秒】 

 感謝状贈呈（メールにて PDF データでお渡しさせていただきます） 

 ＋Web サイト内での CM 15 秒（お持ちのデータ） 

 ＋Web サイト支援者一覧（CM 協賛枠）にお名前とリンク先を掲載 

 ※備考欄にて感謝状に記載する『お名前』をお知らせください。 

 ※備考欄にて一覧に表示する『お名前』とリンクに設定する『URL』をお知らせください。 

 ※GigaFile 便にて動画 CM ファイルを送っていただきますようお願いいたします。 

 ※GigaFile 便の送り先メールアドレス：info@entamexpo.com 

 30,000 円 

 

 

 

 

 

【リターン⑧：公式 Web サイト内ＣＭ３０秒】 

  感謝状贈呈（メールにて PDF データでお渡しさせていただきます） 

  ＋Web サイト内での CM 30 秒（お持ちのデータ） 

  ＋Web サイト支援者一覧（CM協賛枠）にお名前とリンク先を掲載 

  ※備考欄にて感謝状に記載する『お名前』をお知らせください。 

  ※備考欄にて一覧に表示する『お名前』とリンクに設定する『URL』をお知らせください。 

 

 

 

 

 

【リターン⑨：公式 Web サイト内ＣＭ６０秒】 

 感謝状贈呈（メールにて PDF データでお渡しさせていただきます） 

 ＋Web サイト内での CM 60 秒（お持ちのデータ） 

 ＋Web サイト支援者一覧（CM 協賛枠）にお名前とリンク先を掲載 

 ※備考欄にて感謝状に記載する『お名前』をお知らせください。 

 ※備考欄にて一覧に表示する『お名前』とリンクに設定する『URL』をお知らせください。 

 ※GigaFile 便にて動画 CM ファイルを送っていただきますようお願いいたします。 

 ※GigaFile 便の送り先メールアドレス：info@entamexpo.com 

 120,000 円 

 

 

 



※⑦～⑨について、番組のエンドロールにも掲載（1列） 

※エンドロール掲載順番とＣＭ掲載順番は 

 ⑨の申込みの早い順番 

 ⑧の申込みの早い順番 

 ⑦の申込みの早い順番 

 とさせていただきます。 

※ＣＭは２０２２年のエンターテインメント万博前まで掲載し、２０２２年開催移行は Web サイトの内

容をそのまま過去の履歴として残し続けます。 

 

最後に 

病気や障がいを持つ方やそのご家族の支援に取り組んでいる私達がなぜ鳥取県の誰もが参加できるプロジェ

クトを立ち上げたのか。それは、このコロナ禍に病気や障がいを持つ方だけではなく、どの人も誰もが 

この「新型コロナウイルス感染症」という困難にぶつかり、向き合い、闘っているからです。 

私たちコラボレーション・コンサルティング合同会社は、『私達のすることはすべて、人々の生活を良くし

たい』という信念のもと活動しています。この『信念』に基づき、この困難に向き合っている「誰も」にエ

ールを送るためこのプロジェクトを立ち上げ動き始めました。 

日本で一番人が少ない鳥取県。マンパワーは小さいかもしれません。でも、この一番マンパワーの弱い県か

らの発信・強い想いが日本中の『誰も』に届き、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息につながるこ

とを願いこのプロジェクトを実行します！！！ 

本プロジェクトは All-in 方式で実施します。 

目標金額に満たない場合も計画を実行し、リターンをお届けします。 

 


