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笑顔の時間をデザインしたい。

2｜banana moon games



Outline
概要

バナナムーンゲームズ（ banana moon games）は、北海

道を拠点にオリジナルボードゲームを出版・販売する、バナ

ナムーン・ステュディオとバナナムーン株式会社のグループブ

ランドです。

小所帯のチームですが、「笑顔の時間を提供するゲームづく

り」をテーマに、国内・海外の外部クリエイティブパートナー

やサプライヤー様の力を借りながら、2019年から15タイト

ル（バリエーション版を含む）をリリースしています。

2022年には『Bossa（坊茶）』の国際クラウドファンディング

で 33カ国の方々にご支援いただき1,420%達成、製品を

各国に出荷しました。

制作・出版担当

バナナムーン・ステュディオ
1990年創業のクリエイティブ・プロダクションです。30年以上にわたり
商品プロデュースやブランディング、広告や出版物の制作サービスをク
ライアント様に提供してきました。培ってきた企画、デザイン、執筆、
出版のスキルとリソースをベースに、2019年よりオリジナルボードゲーム
の制作・出版に取り組んでいます。

販売担当

バナナムーン株式会社
2019年設立。バナナムーン・ステュディオが制作・出版するボードゲー
ムを卸売・小売しています。
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History
沿革

1990
 母体となる広告・出版・デザイン制作業 前田商店創業（本店：北海道
江別市、代表：前田弘志）

1992
北海道虻田郡ニセコ町にアトリエを開設

1993
札幌市中央区に拠点事業所を開設、屋号をバナナムーン・ステュディオ
に改称

2006
札幌市中央区の拠点事業所を拡張、商品プロデュースおよびブランデ
ィングサービス提供を拡充

これまでの主な受賞・入選歴：［デザイン］ニューヨークADCアワード（米国）、ショーモンフ

ェスティバル（フランス）、IPBワルシャワ（ポーランド）、IPBラハティ（フィンランド）、IPBコリ

ア（韓国）、IPT香港、IPTトヤマ（日本）、JAGDA日本のグラフィックデザイン（日本）、札幌

ADCアワード（日本）など、国内外のデザインアワードにて約200件が優秀作品に選出され、

うち約40件が賞を獲得。2009年ドイツのデザインメディアHesignが選ぶ「SmallStudios

～世界100のデザインスタジオ～」に選出される。デザイン作品はフランス国立パブリシティ・

ミュージアムをはじめ、フィンランド、ポーランド、チェコ、香港、中国、韓国など各国の美術

館・博物館・ギャラリーにコレクションされている。［編集／ライティング］零細企業にフォー

カスした異色のフリーペーパー『三号紙』にて、東京コピーライターズクラブ年鑑選出など。

2019
9月 ・ インバウンド関連事業（コロナ禍により2020年 3月より休止）およびボ

ードゲーム事業に参入、販社としてバナナムーン株式会社設立
（本社：札幌市中央区、代表取締役：前田久美子）

10月 ・カードゲーム『ババカード』発売

 ・ バナナムーンゲームズ公式オンラインショップ「バナナぷにぷに
堂」開設（BASE）

11月 ・ カードゲーム『どうぶつのおしりCARD』発売

 ・ 「ゲームマーケット2019秋」
（東京ビッグサイト）にブース
出展

12月 ・ 取次商社 バニーイヤー様と
のお取引開始

2020
1月 ・ 博品館 TOY PARK様での商品取扱開始

2月 ・Amazonでの商品販売開始

3月 ・全国のイエローサブマリン様各店での商品取扱開始

 ・ボドゲーマ様での商品取扱開始

4月 ・JELLY JELLY STORE通販様での商品取扱開始

5月 ・ボードゲーム『ビストロ・フリップ』発売

 ・ボードゲーム『っていうか、ババじゃん。』発売

6月 ・ 「ゲームマーケット2020春」の中止にともなう代替オンラインイ
ベント「ゲームマーケットライブ」に出展、札幌のオフィスから2
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日間ライブ配信を行う

8月 ・ 「北海道ボドゲ博 2.0」（札幌
市）にブース出展 

10月 ・  『ビストロ・フリップ国際
版』プロジェクトが 1 5 5 %達
成にてクラウドファンディング
（Kickstarter）に成功

 ・ 「ゲームマーケット2020秋」
（東京ビッグサイト）にエリア
出展

2021
3月 ・ボードゲーム『ビストロ・フリップ国際版』発売

4月 ・ ボードゲーム『「ゴメン」で済んだらケーサツいらないんだよ
ぅ！』発売

 ・「ゲームマーケット2021春」（東京ビッグサイト）にエリア出展

6月 ・ 日本商工会議所「小規模事業者持続化補助金事業」に採択
される

8月 ・ボードゲーム『ゴーゴージェニー』発売

9月 ・ボードゲーム『ギンガムココ』発売

11月 ・「ゲームマーケット2021秋」（東京ビッグサイト）に4ブース出展

 ・ボードゲーム『Bossa（坊茶）スタンダード版』発売

2022
2月 ・オンラインVRイベント「 TabletopTours」に仮想ブース出展

3月 ・ CAMP Games ApS（デンマーク）とライセンス契約締結

4月 ・ ペーパークラフトの匠がつく
る『 B o s s a（坊茶）』プロジ
ェクトが 1 , 4 2 0 %達成にて
国際クラウドファンディング
（Kickstarter）に成功

 ・「ゲームマーケット2022春」（東京ビッグサイト）に2ブース出展

 ・『Pipo（ピポ）初版』発売

5月 ・ 「サクッ・ピカ ゲームイベント」（千歳
アウトレットモール レラ）に出展

7月 ・ 33カ国・地域に『 Bossa（坊茶）匠
のアート版』『Bossa（坊茶）クラシッ
ク版』『Bossa（坊茶）スタンダード版』
を出荷

 ・「北海道ボドゲ博 4.0」（札幌市）にブース出展

9月 ・ 『Bossa（坊茶）匠のアート版』『Bossa（坊茶）クラシック版』 
  日本国内発売

10月 ・「ゲームマーケット2022秋」（東京ビッグサイト）に2ブース出展

 ・新バージョンの『Pipo（ピポ） 無実のエイリアンたち』発売
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Products
主な商品

指名手配されちゃった無実のエイリアンたちを助けよう！ 
エイリアンのキャラクターで、ワイワイ楽しむパーティゲーム

えっ、罪のないエイリアンたちが指名手配 !? 善良な市民たちよ、お隣
さんから告げられた特徴のエイリアンたちを逃がしていってあげようじゃ
ないか！ でも注意せよ。警察が隠れているぞ！ 

【主な販売実績店】 公式オンラインショップ、Amazon、ボドゲーマ様、イエローサブマリン様

・プレイ人数：3～6人
・プレイ時間：5～10分
・対象年齢：8歳～
・説明書：日本語・英語

紹介動画（43秒）

Pipo（ピポ） 
新版 ＝無実のエイリアンたち＝ 2022秋

新商品
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ビストロ・フリップ
通常版｜国際版｜拡張カードセット

神頼みシェフのディナーは 「おいしい！」のか !? 
おもしろレシピと大喜利で笑おう、料理パーティゲーム

ベルが鳴って「オーダー」！ あなたはシェフ。わがままなお客さまのオー
ダーに応えるため、「食材カード」と、「シェフのこだわりカード」を組み
合わせ…… 最後の料理の仕上げは、なんと「神頼み」のフリップ !! 

数をつなげて相手より先に並べきろう！ 
タイルとダイスを使った、スタイリッシュな2人対戦ゲーム

白目・黒目のダイスを起点に、同じ色のドットの数がつながるようにタイ
ルを並べます。3 種の「アクション」も使いながら、手詰まりを避けつつ
手札を減らしていき、先にタイルを出しきったプレイヤーの勝利！

【主な販売実績店】 公式オンラインショップ、Amazon、ボドゲーマ様、JELLY JELLY STORE
通販様、イエローサブマリン様、ドン・キホーテ様（取次商社経由）

【主な販売実績店】 公式オンラインショップ、Amazon、ボドゲーマ様、JELLY JELLY STORE
通販様、イエローサブマリン様、博品館 TOY PARK（千歳）様、LOFT様（取次商社経由）、ハ
ンズ様（取次商社経由）

・プレイ人数：3～6人
・プレイ時間：30～60分
・対象年齢：10歳～
・説明書：日本語・英語

・プレイ人数：2人
・プレイ時間：5～10分
・対象年齢：6歳～
・説明書：日本語・英語

紹介動画（15秒）紹介動画（93秒）

Bossa／坊茶（ぼっさ）
スタンダード版｜クラシック版｜匠のアート版

クラウドファンディング

Kickstarter
1,420%
達成！

クラウドファンディング

Kickstarter
155%
達成！
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ギンガムチェックの上でどうぶつをはさんで取り合うゲーム 
だけど、 どうぶつをひとりぼっちにしちゃだめよ。

チェック模様のシートの上で、同じカードではさんだらポイントゲット！ だ
けど、イヌコマの「ココ」にじゃまされたり、ひとりぼっちのカードができる
ときはゲットできません。いちばん多く得点を獲得したプレイヤーの勝ち！

どうしてくれようこの怒り！  ここで許しちゃあ己の負けよ！ 
おもしろストーリーでわいわい、理不尽さを笑い飛ばすゲーム

加害者と被害者に分かれてプレイ。ストーリーを読みクスクス、役になり
きってゲラゲラ、加害者は本当の被害者が誰なのか推理し謝罪！  正解
してもブチ切れられちゃうという理不尽さを笑い飛ばすパーティゲーム。

【主な販売実績店】 公式オンラインショップ、Amazon、ボドゲーマ様、イエローサブマリン様、
博品館 TOY PARK（千歳）様

【主な販売実績店】 公式オンラインショップ、Amazon、ボドゲーマ様、イエローサブマリン様、
博品館 TOY PARK（千歳）様

・プレイ人数：2～4人
・プレイ時間：5～10分
・対象年齢：6歳～
・説明書：日本語

・プレイ人数：3～6人
・プレイ時間：10～30分
・対象年齢：10歳～
・説明書：日本語

紹介動画（53秒）紹介動画（52秒）

ギンガムココ
市販版｜限定缶入り版　どうぶつのおしりCARDシリーズ第 3弾

「ゴメン」で済んだらケーサツいらないんだよぅ！
改訂 2版
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どうぶつのおしりCARD
Vol.1

かわいいどうぶつのおしりで、ワクワク・ドキドキ、 
いろいろな遊び方がマルチに楽しめるカードゲーム

かわいい動物のおしりとジョーカーの「コーモンちゃん」で遊ぶカードゲ
ームです。遊び方はいろいろ。定番「おしりならべ」のほか、「おしりの
危機」「おしり救出作戦」など新ルールも続々公開中！ 

どうぶつたちの上で、木ゴマの「ジェニー」たちが追いかけっこ！ 
じょうずにカードを引き当てて、自分の「ジェニー」をすすめよう！

今日はどうぶつたちの運動会。これからウサギの「ジェニー」たちが、ぐ
るぐる追いかけっこ競争をします。 じょうずにカードを引き当てて自分の
ジェニーをすすめましょう。前のジェニーを追い抜いたら勝ち！

【主な販売実績店】 公式オンラインショップ、Amazon、ボドゲーマ様、イエローサブマリン様、
博品館 TOY PARK（千歳）様、山ト小笠原商店（新千歳空港国際線ターミナル）様、ドン・キホ
ーテ様（取次商社経由）

【主な販売実績店】 公式オンラインショップ、Amazon、ボドゲーマ様、イエローサブマリン様、
博品館 TOY PARK（千歳）様

・プレイ人数：1～6人
・プレイ時間：5～10分
・対象年齢：4歳～
・説明書：日本語

・プレイ人数：2～4人
・プレイ時間：10～20分
・対象年齢：6歳～
・説明書：日本語

紹介動画（12秒）紹介動画（55秒）

ゴーゴージェニー
市販版｜限定缶入り版　どうぶつのおしりCARDシリーズ第 2弾
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何と全部のカードが「ババ」！っていうカードゲーム 
微妙に違う漢字で見間違い続出！ スリルと笑い満載！

日本の名字「ババ」さんの９通りの漢字とキャラクターの「おばば」カード
で、 「ババ抜き」「神経衰弱」「ブタのしっぽ」などを遊ぼう。「馬場」「馬
塲」「場場」「場々」…。似ていて微妙に違うカードがトリッキー！

全部ババじゃね？ マージャンっぽくね？ 
爆笑ゲシュタルト崩壊系 小判ざっくざく麻雀的ゲーム

ババだらけのカードでPON!して、役でWIN!して、どら焼きボーナスで、
小判がざっくざくで、ウハウハ！っていう、爆笑の麻雀的ゲーム。見間違
い続出でチョンボが恐い !?  スリルが満載、ワイワイ盛り上がりましょう！

【主な販売実績店】 公式オンラインショップ、Amazon、ボドゲーマ様、イエローサブマリン様、
博品館 TOY PARK（千歳）様、山ト小笠原商店（新千歳空港国際線ターミナル）様、ドン・キホ
ーテ様（取次商社経由）、LOFT様（取次商社経由）

【主な販売実績店】 公式オンラインショップ、Amazon、ボドゲーマ様、JELLY JELLY STORE
通販様、イエローサブマリン様、博品館TOY PARK（千歳）様、ドン・キホーテ様（取次商社経由）

・プレイ人数：2～6人
・プレイ時間：5～10分
・対象年齢：6歳～
・説明書：日本語・英語

・プレイ人数：3～4人
・プレイ時間：20～40分
・対象年齢：10歳～
・説明書：日本語・英語

紹介動画（66秒）紹介動画（26秒）

ババカードっていうか、ババじゃん。
ババカードシリーズ第 2弾
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バナナムーン・ステュディオ
創業 1990年 1月

組織形態 個人事業所

代表者 代表 前田弘志

従業員数 3名

本店 北海道江別市

拠点事業所 札幌市中央区北 1条西 15丁目1-3-209

アトリエ 北海道虻田郡ニセコ町

加盟団体 公益社団法人日本グラフィックデザイン協会

 札幌商工会議所

 札幌メディア・アート・フォーラム 

 札幌アートディレクターズクラブ

 札幌日仏協会 ほか

主要外部パートナー レアサイトゲームズ（ゲーム開発業務提携／日本）

  CAMP Games ApS（ゲーム出版ライセンス提携／デンマーク）

 Darcy LEWIS（翻訳業務／日本）

 中井亜佐子、佐々木美保（イラストレーション／日本）

 Richard ZIMBA（キャラクターデザイン／イギリス）

製造・サプライヤー BGM盤上遊戯製作所 株式会社丸義モリカワ（日本）

 佐藤印刷株式会社（日本）

 七星産業株式会社（日本）

 Pippd（アメリカ）

バナナムーン株式会社
設立 2019年 9月2日

組織形態 株式会社

資本金 3000千円

代表者 代表取締役 前田久美子

従業員数 1名

本社 札幌市中央区北 1条西 15丁目1-3-209

GS1事業者コード 458254085

取引銀行 北洋銀行

資金調達先 Kickstarter（米国）

 Indiegogo（米国）

直営販売店 公式オンラインショップ「バナナぷにぷに堂」（BASE）

 Amazon「バナナムーンゲームズ」

主要卸先 株式会社バニーイヤー（取次商社）

 株式会社ホビーベース イエローサブマリン

 株式会社オーバードライブ（ボドゲーマ）

 株式会社ピチカートデザイン（ JELLY JELLY STORE通販）

 株式会社博品館（千歳アウトレットモール・レラ）

 株式会社山ト小笠原商店（新千歳空港国際線ターミナル）

Company Profile
事業所・会社概要  2022年 11月現在
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バナナムーン・ステュディオ｜バナナムーン株式会社
〒060-0001 札幌市中央区北 1条西 15丁目1-3-209

tel: 011-641-8776   fax: 011-641-6443   mail: info@bananamoon.jp
Twitter: @BananaMoonGroup   Instagram: bananamoongames   Facebook: @bananamoon-games

https://bananamoon-games.jp/


