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全員参加型
こういった方にオススメ

全員で楽しみたい！

幸せの１分間スピーチ  所有
時間15分参加

人数

ランダムにゲストを選び新郎新婦に向けて１分間
のお祝いのコメントをもらいます。１分に一番近い
人にプレゼントをあげましょう。新郎新婦の心に最
も響いたコメントをくれたゲストにMVP賞をあげて
も盛り上がります！
          

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100もしく
は￥500を払ってもらい、それを元手にじゃんけん
をしていきます。最後まで残った人が全てのお金も
らえるというゲーム。定番のゲームですが、現金がも
らえるとあってみなさん白熱したバトルが繰り広げ
られます。

全員

クイズ大会   
   

所有
時間 25分参加

人数

ご当地や新郎新婦に関するクイズを出します♪ゲ
ストにはペアになって解答してもらいましょう。ポイ
ントの多かったペアが優勝です！

全員

ハイアンドロー   
   

所有
時間 20分参加

人数

新郎新婦が順番にトランプを引いていきます。前の
数字より大きいか小さいかをゲストが当てる勝ち
抜きゲームです♪前の数字より大きいと思ったゲ
ストは起立して、小さいと思った人は座ってもらい
ましょう。最後まで残った人が優勝！

全員

命令じゃんけん   
   

所有
時間 15分参加

人数

司会者や新郎新婦が「私に勝って下さい（負けてく
ださい）」などを命令したうえでじゃんけんを行って
いくゲーム。最後まで間違えずに残った人の勝ちと
なります。なかなか脱落者が出ない場合には、じゃ
んけんのスピードを早め、参加者の思考回路をめ
ちゃくちゃにすると効果あり！          

全員

みんなで似顔絵コンテスト
所有
時間15分参加

人数

B5程度の大きさの紙を受付時に渡しておき、ゲスト
全員に制限時間3分以内に新郎新婦二人の似顔絵
を描いてもらい、書き終わったらテーブルごとに代
表を決めて、前に出てきてもらい、全員に拍手で誰
が似ているかを決めてもらいます。帰りに似顔絵用
紙と引き換えにプチギフトを渡すと喜ばれます。

全員

ラブメール早撃ち   
   

所有
時間10分参加

人数

新郎新婦のメールアドレスにお祝いメールを30文
字以上打って送信するゲーム。１番早く届いた人
の勝利となります！ゲストからの愛のこもったお祝
いメッセージがもらえる大人気のゲームです。          
          

全員人間神経衰弱 所有
時間 25分参加

人数

参加者にカードを渡し会場内の同じ数字の人を探
してもらうゲームです。ペアが見つかり、いち早く新
郎新婦に見せにいった二人が勝ち！トランプの番号
やフルーツの書かれたカードなど何でもOK!          
          

全員

罰ゲーム付宝探し   
   

所有
時間15分参加

人数

会場内に宝（宝の名前が書かれた紙が入った封筒）
をセッティングし、参加者にはその封筒を探しても
らいます。原則として1人1枚までで、見つけた人に
は紙に書かれた宝をプレゼント♪「はずれ」もあり
ます。罰ゲームを「はずれ」にすると盛り上がる！          
          

全員

ベストドレッサーショー   
   

所有
時間10分参加

人数

会場にこられたゲストの中から、一番のお洒落さん
を選びます！新郎新婦が男女1名ずつベストドレッ
サーを発表し、選ばれたお二人にはお洒落なグッズ
をプレゼント！辛口コメントが会場をさらに盛り上げ
るかも!?          
          

全員
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全員参加型
こういった方にオススメ

全員で楽しみたい！全員参加型全員参加型全員参加型全員参加型全員参加型全員参加型全員参加型

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員新郎新婦〇×クイズ   
   

所有
時間 30分参加

人数

新郎新婦の初デートの場所など二人にまつわるエ
ピソードを○×クイズで出題。不正解だと脱落し、
最後まで残ったゲストの勝利となります。 二人の幸
せそうな話を聞いているとみんなも早く結婚したく
なるのでは？

全員

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員サインコレクション   
   

所有
時間 20分参加

人数

制限時間内で自由にペアをつくり、いろんな人とじ
ゃんけんを繰り返します。 勝った人は相手から色紙
にサインをもらい、より多くの人のサインを集めた
人が優勝です。

全員

ガチ！じゃんけん大会
所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会
所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会
所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会
所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会
所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会
所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会
所有
時間 15分参加

人数

受付時にゲストに携帯番号を書いてもらい、それを
ボックスに入れます。司会者が「皆様マナーモードを
解除して下さい」と言い、その合図でゲームスタート。
新郎新婦1枚づつ携帯番号が書かれた紙を引き、そ
の場で携帯番号にかけます。みごと携帯が鳴った人
がプレゼントゲットとなります。

全員リンリンリン     
所有
時間 15分参加

人数 全員

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員目隠しゲーム   
   

所有
時間 30分参加

人数

参加者は大きな輪になり、新婦が目隠しをした新郎を
その中に連れて行きます。参加者の輪に新婦も入り、
新郎は司会者の誘導で順番に参加者と握手をしてい
きます。見事新婦のことを当てたら新婦からご褒美の

『チュウ』、間違えたら青汁一気飲みなどの罰ゲームを
します。間違えられたゲストにプレゼントをしましょう
！

全員

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員100分の１アンケート 所有
時間 20分参加

人数

 会場のゲストの中でたった１人の該当者を探すゲー
ムです。ゲストの名前が書かれた紙を新郎新婦がひ
きます。選ばれた人は「今日ここまで歩いてきた人…」
など、質問を考え発表し、その質問に当てはまる人に
挙手をしてもらいます。該当者が一人だった場合、質
質問者は景品がもらえます。
          

全員

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ストップウォッチゲーム   
  

所有
時間 20分参加

人数

ゲストに自分のスマホのストップウォッチを出して
もらいます♪60秒ジャストで止めることができた
人が優勝です！
          

全員

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

ら、会費とは別に受付で実費￥100or￥500を払って
もらい、それを元手にじバトルが繰り広げられます。

全員モノマネ中心者は誰⁉ 
  

所有
時間 20分参加

人数

まず解答者を選び、席を外してもらっている間にそ
れ以外のゲストでモノマネの中心となる一人を決
めます。ゲームを開始し、中心となった人の動きを
それ以外のゲストがまねをして、解答者はモノマネ
の中心となっている人を当てます。みごと当てるこ
とができたら解答者の勝ちです。

全員

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

ら、会費とは別に受付で実費￥100or￥500を払って
もらい、それを元手にじバトルが繰り広げられます。

全員黒ひげゲーム   
   

所有
時間 20分参加

人数

ゲストの名前が書かれた用紙を新郎新婦が引き当て
、ゲストを選びます。選ばれたゲストは黒ひげのナイ
フを刺し、黒ひげが飛び出したらそのゲストに景品を
プレゼントします。

全員

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数 全員グループにたすたす   所有
時間 20分参加

人数

ゲストにトランプカードを配布します。司会者が提
示した数字になるように、お互いの数字を足してい
きましょう♪成立が早かったグループが優勝です！

全員
11 16

12 17

13 18

14 19

15

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ウインクキラー 所有
時間 30分参加

人数

全員でくじを引き、番号が書かれた人がウインクキラ
ーとなり「〇番のウインクキラーさん始めてください」
という合図で、その番号のウインクキラーがいろいろ
な人に向けてこっそりウインクします。ウインクされた
人は黙ってその場に座り、残った人達でウインクキラ
ーを当てます。  
          

全員
20



全員参加型全員参加型全員参加型全員参加型全員参加型全員参加型全員参加型　ビンゴ

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加したゲストには白紙のビンゴ用紙を配り、空白
のところに、24人分の名前を書いてもらいます。準備
ができたら会場に来られている人に司会者が名前を
聞いていきます。名前は、自分のものでも空けたい欄
の名前でもOK！出てきた名前を空け、そのあとは定
番のビンゴ大会と同じです。大人数での二次会の際
に人気のゲームです。

全員お名前ビンゴゲーム   
 

所有
時間 30分参加

人数 全員

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

半分しかないビンゴカードを配り、誰かペアを見つ
けて１枚のビンゴカードにし、進めていくビンゴゲー
ム。１つの数字で２つ穴があくこともあり、誰とペア
を組むかがポイントとなります。「必ず異性のペアを
見つけて下さい。」「同じ血液型の人を見つけてくだ
さい。」などの指示を出すとより盛り上がります。

全員ペアビンゴ   
  

所有
時間 30分参加

人数 全員

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員トリプルビンゴ   
 

所有
時間 30分参加

人数

3～４人のチームを作り、各チームに3枚ずつビンゴの
紙を渡します。3枚中どの列でもいいので、合計3列揃っ
たチームがビンゴということになります。     

全員

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

ら、会費とは別に受付で実費￥100or￥500を払って
もらい、それを元手にじバトルが繰り広げられます。

全員お見合いビンゴゲーム   
 

所有
時間 30分参加

人数

受付で抽選用紙に名前を書いてもらい、引き換え
に9マスのビンゴカードを渡します。ビンゴ開始前
に交流タイムを設け、会場にいる異性のフルネーム
を9人分集めてもらいます。そして新郎新婦が名前
が書かれた抽選用紙を1枚ずつ取りだし、ビンゴゲ
ームを進めていきます。

全員

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

ら、会費とは別に受付で実費￥100or￥500を払って
もらい、それを元手にじバトルが繰り広げられます。

全員ランクビンゴ   
   

所有
時間 30分参加

人数

基本的なビンゴと同じですが、1列揃ったらランクAの
景品、2列揃ったらランクBの景品を選ぶことができる
というビンゴです。ランクBには豪華な景品を用意し
ておきます。1列ビンゴでとどめておくか、2列ビンゴ
まで待つかは、あなた次第！

全員

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数 全員定番ビンゴゲーム   
 

所有
時間 30分参加

人数

定番かつ大人気のビンゴゲームです。抽選で出た数
字をくり抜いていき、縦横斜めに穴があいたら当選と
なります。景品が豪華なほど盛り上がります。
          

全員
21 26

22 27

23 28

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

ら、会費とは別に受付で実費￥100or￥500を払って
もらい、それを元手にじバトルが繰り広げられます。

全員チャンスビンゴ   
 

所有
時間 30分参加

人数

ゲストに受付で電話番号のみを記入してもらいま
す。通常通りビンゴを進めますが、１５番目、２０番
目など決まったところで新郎が電話番号の紙をひ
き、電話がかかってきた人は好きな数字を一つ言え
ます♪

全員 ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

ら、会費とは別に受付で実費￥100or￥500を払って
もらい、それを元手にじバトルが繰り広げられます。

全員タイトルビンゴ   
   

所有
時間 30分参加

人数

専用のビンゴカードをゲストに渡し、新郎新婦が決め
たお題に対してビンゴカードをつくってもらいます♪
例えば、「くだもの」とお題が出れば、ゲストはカード
に「ぶどう」「りんご」などの言葉を記入していきます。
新郎新婦がお題に沿った言葉を言っていき、ゲストは
ビンゴを目指します！

全員
24 29

ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

ら、会費とは別に受付で実費￥100or￥500を払って
もらい、それを元手にじバトルが繰り広げられます。

全員逆ビンゴ   
 

所有
時間 30分参加

人数

通常のビンゴとは異なり、ビンゴになった人が「は
ずれ」です。全員立った状態でスタートし、ビンゴに
なった人から座っていきます。最後までビンゴにな
らずに残れた方が景品をゲット！

全員 ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

参加者から、会費とは別に受付で実費￥100or￥500
を払ってもらい、それを元手にじゃんけんをしていき
、最後まで残った人が全てのお金がもらえるというゲ
ーム。現金がもらえるとあってみなさん白熱したバト
ルが繰り広げられます。

全員ガチ！じゃんけん大会 所有
時間 15分参加

人数

ら、会費とは別に受付で実費￥100or￥500を払って
もらい、それを元手にじバトルが繰り広げられます。

全員   
   

所有
時間 30分参加

人数

参加者全員にカードを配ったら、進行役から新郎新
婦へ質問を投げかけます。例えば「新郎の誕生日は？」
という質問の答えが「6月12日」だったとします。その
場合は、当選番号が6と12になります。
司会者の裁量で、6と1と2を組み合わせた21や16と
いった番号も、適当に当選番号にしてしまってOK。

全員
25 30

適当ビンゴ   
 



チーム対抗
こういった方にオススメ

参加者間で交流を深めてほしい！

ダウト！！  所有
時間20分参加

人数

新郎新婦は「実は…なんです」とカミングアウトを告
白します。ウソのカミングアウトも入れ、チームでウ
ソを見抜きダウトを当てるクイズ大会。ただしお手
つき（不正解）は減点です！ポイントの多いチームの
勝利です。
          

チームあいうえお作文 所有
時間 20分参加

人数

4～5人のグループを作って、新郎新婦の名前を使っ
たあいうえお作文を作ってもらいます。新郎新婦が
一番いいと思った作文を書いたチームが勝ちとな
ります。

チーム

泣けるキーワード作文   
 

所有
時間 30分参加

人数

新郎新婦にキーワードの入ったくじを引いてもらいます。参加
者は制限時間内にグループでそのキーワードを使ったお祝い
の言葉を考えます。キーワードが「手袋」なら「寒い時、手袋が1
組しかなくても片方ずつ履いて、空いた手はつなぎ合って暖
めあえるような夫婦でいてください」などです。考えたお祝い
の言葉を各グループ全員で叫んでもらい、新郎新婦が一番感
動したグループが勝ちです。

チーム

チームで似顔絵   
   

所有
時間 25分参加

人数

グループを作り、司会者の合図で「輪郭」「目」「鼻」「
眉毛」といったように、チーム内で1人１パーツずつ
顔を書いていき、新郎新婦の似顔絵を完成させて
もらいます。新郎新婦が一番いいと思ったチームが
勝ちです。

チーム

連結輪くぐりゲーム   
   

所有
時間 15分参加

人数

グループを作って、チーム内で手をつなぎ、リボン
で出来た輪っかをくぐっていって速さを競うゲーム
です。１番早く一周できたチームが優勝です。          
          

チーム

かぶっちゃだめよ
所有
時間30分参加

人数

「赤い食べ物といえば？」などお題に対してチーム対
抗で解答します。しかし他のチームと答えがかぶら
ないようにしないといけないので、裏を読み合う心
理戦でついつい白熱してしまうこと間違いなし！より
ポイント数の多いチームが優勝です。

チーム

スピーチおおぎり   
   

所有
時間20分参加

人数

８～10人のグループをつくります。各グループ、マ
イクを使って、新郎新婦に対するお祝いメッセージ
をしりとり形式で言ってもらいます。新郎新婦が一
番いいと思ったチームが勝ちとなります。          
          

チーム長所あてクイズ 所有
時間 30分参加

人数

まず新郎に自分の長所を5個かいてもらいます。新
郎の書いた答えを予想して、新婦とゲストにも新郎
の長所を書いてもらいます。答えがより多く合って
いたグループの勝ちとなります。新婦側にも同じこ
とをやってもらいます。        
          

チーム

輪ゴムリレー   
   

所有
時間30分参加

人数

新郎チームと新婦チームにわかれ、各自ストローに輪ゴ
ムを通してくわえます。スタートの合図で、輪ゴムを次の
人にリレーします。次の人は自分の輪ゴムと前の人から
もらった輪ゴムを合わせて次の人に渡します。どんどん
輪ゴムが増えるため、順番が大切なゲームです。早く新
郎新婦のところまで輪ゴムを運べたチームが勝ちです。 
         

チーム

まんぽけフリフリ   
   

所有
時間10分参加

人数

 5分間、テーブルごとのチーム戦で万歩計を振って
もらいます。フリフリ中は音楽をかけ、新婦に笛を吹
いてもらい笛の合図で隣の人に万歩計を渡します。
音楽が終わったら終了です。
チームごとに回数を発表してもらい一番多く振れた
チームが優勝です。      

チーム
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チーム対抗
こういった方にオススメ

参加者間で交流を深めてほしい！

部首から漢字を作ろう  所有
時間20分参加

人数

お題の部首が入る漢字をグループごとに５つずつ
書いてもらいましょう♪
制限時間は３０秒です。グループの協力と確かな知
識が問われます！たくさん正解したグループが優勝
です♪

チーム常識人は誰だ！ 所有
時間 20分参加

人数

２～３人のグループをつくり、司会者からの「〇〇
と言えば？」という質問に対して、各チームで解答を
一斉に披露します。そして、全チームの解答の中で
一番多いものを「常識」、それ以外は「非常識」としま
す。最後まで常識人として生き残ったチームが勝ち
です。

チーム

ジェスチャーゲーム   
 

所有
時間 20分参加

人数

グループの代表者はくじをひき、お題をジェスチャ
ーで表現します。他のゲストには優勝者を予想して
もらいましょう♪
最終ポイント数が多いグループが優勝です！

チーム

新郎新婦クイズ  
   

所有
時間 25分参加

人数

新郎新婦に関するクイズをグループごとに答えて
もらいましょう！A~Dの選択肢から選び、最終的に
ポイントが高いグループが優勝です♪

チーム

間違い探しゲーム   
   

所有
時間 20分参加

人数

テーブルごとに１枚目の絵を配り、１分間で絵を覚
えてもらいます♪その絵は回収し、次に２枚目の絵
を配ります。１枚目との間違いをグループごとに３
分間探してもらいます☆テーブルごとに、ポイント
が高いチームが優勝です！          
          

チーム

これ、何ランキング？
所有
時間15分参加

人数

事前に新郎新婦にゲストの方々を様々なテーマで
ランキング付けをしてもらい、ランキング表を作成し
てもらいます。当日、ゲストに４～６人のチームに
なってもらい、そのランキング表を見て、一体何のラ
ンキングなのかを当ててもらいます。１番多く答え
られたチームが勝ちとなります。

チーム

色当てクイズ   
   

所有
時間20分参加

人数

色で表現しているある画像をゲストにみてもらい
ます。それはいったい何を表しているのか。グルー
プで協力してたくさん当てたグループの優勝です！         
          

チームせーのでスタンドアップ 所有
時間 20分参加

人数

テーブルごとに「せーの」の掛け声でゲストが立ち
上がります♪０～５が書かれた紙を新婦がひき、
人数の答え合わせをしましょう！ポイントが多いグ
ループが優勝です☆

          

チーム

早押しピンポン拡大これは何でしょう   
   

所有
時間25分参加

人数

画像の一部をゲストに見てもらいます♪等倍に近
づけたりしながら徐々に答えを導きます。分かった
時点で答えてもらいましょう！

チーム

一発でつけろ！   
   

所有
時間15分

参加
人数

ライターを一発でつけられたらクリアです！グループ
ごとに火のついた人数に応じてポイントがつきます
。ポイントが多いグループが優勝です！
          

チーム
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　選抜型
こういった方にオススメ

たくさんのグループが参加する方！

ものまね当てっこ 所有
時間30分参加

人数

男女ペア５組ほどに前に出てきてもらい、男性がも
のまねをする人、女性がものまねを当てる人に分か
れます。動物や有名人のものまねを出題して、１分
間でより多く正解したペアが勝利となります。

          

選抜パニックアイランド 所有
時間 10分参加

人数

ペアでクイズに参加してもらいます。クイズに答えて
いく上で、はじめは広げた新聞紙の上に2人立って、
不正解だと新聞紙を半分に折っていきます。立って
いられなくなったペアは負けとなります。

選抜

ぴったりドリンク   
 

所有
時間 30分参加

人数

参加者には目隠しをしてもらい、コップに入ったドリ
ンクをストローで飲んで頂きます。この時に、「〇〇
センチ残して飲んでください。」と指示を出し、1番近
かった参加者が勝ちとなります。どれだけ正確に自
分が飲んだ量を把握できるかがポイントになり、女
性ゲストにも参加しやすいゲームです。

選抜

愛する新郎新婦は何番？ 
   

所有
時間 15分参加

人数

新婦が男性5人ほどの中から新郎を当てたり、その
逆に新郎が女性5人の中から新郎を当てるゲーム
です。定番は、握手や匂いを嗅いで当ててもらいま
すが、手の甲にkissをしてもらって当てるなんてツ
ワモノもいます。

選抜

借り物競争  
   

所有
時間 15分参加

人数

運動会で行っている借り物競争と同じゲームです。
代表者５～６名がBOXからくじをひき、そこに書か
れているものを会場から探し出して持ってきます。1
番早く持ってくることができた人が勝ちです。     
          

選抜

ストロー一気飲み対決
所有
時間15分参加

人数

代表者に前に出てきてもらい、飲み物（コーラやセ
ンブリ茶など）をスタートの合図でひと息に飲んで
もらいます。１番早く飲み終わった人が勝ちとなり
ます。

選抜

酔ってもダンス！   
   

所有
時間10分参加

人数

各テーブルで1番酔っている人に前に出てきてもら
い、即興で音楽に合わせて一斉にダンスしてもら
います。拍手の大きさで勝敗を決めます。        
          

選抜フリスクゲーム 所有
時間 １0分参加

人数

代表者に前に出てきてもらい、額に乗せられた１粒
のフリスクを、手を使わずに顔の筋肉だけを使って
口へ運んでもらいます。１番早く食べることができ
た人が勝ちです。

          

選抜

ネクタイ早結び対決   
   

所有
時間10分参加

人数

男女がペアになり、女性が男性のネクタイを結んで
あげます。1番早く結べたペアが勝ちというゲーム
です。女性はネクタイの結び方がわからない方が多
いので、いかに男性が女性に結び方をうまく伝える
かがポイントになります。

選抜

紙飛行機飛ばし   
   

所有
時間 15分参加

人数

参加者に前にでてきてもらい、テーブルごとに誰が
一番飛ぶかを予想します。参加者は時間内に紙飛行
機を折り、順番に飛ばしていただきます。予想的中し
たグループに景品をプレゼント！一番飛行機を飛ば
した人にもプレゼントを！
          

選抜
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　選抜型
こういった方にオススメ

たくさんのグループが参加する方！

チョモランマゲーム 
所有
時間15分参加

人数

男女ペアもしくは男性同士でペアになります。男性
のズボンの裾からピンポン玉を入れ襟元まで…より
早く出したペアが優勝です♪他のゲストにはどのペ
アが優勝するか予想してもらいましょう！
          

選抜

未来の子ども似顔絵 所有
時間 25分参加

人数

司会者が新郎新婦に顔のパーツについて聞きます
。次に、新郎新婦が「新婦に似て、目はパッチリ」など
答えて、代表者はそれをもとに未来の子どもの似顔
絵を描きます。最後に新郎新婦が一番いいと思った
似顔絵を描いた人が勝ちです。

選抜

マシュマロキャッチ  
 

所有
時間20分参加

人数

３個なげてより多く口でキャッチできたペアが優勝
です♪キャッチする方は動いたらダメ！　
掛け声に合わせて挑戦すれば、奇跡のフォトショッ
トがとれるかも☆

選抜

愛 
   

借
   

変顔対決
所有
時間15分参加

人数

代表者が前に出てきて、変顔を面白さで競うゲーム
です。拍手の大きさで勝ち負けを決めていきます。

選抜

片足バランス   
   

所有
時間15分参加

人数

各テーブルの代表者が、同時に片足立ちをします。
最後まで片足で立っていられたゲストが勝ちとな
ります。

選抜

ポーカーフェイスは誰だ！ 所有
時間 １5分参加

人数

代表でゲスト数名に参加してもらい、1つだけあた
り（はずれ？）が入った食べ物を食べてもらいます。
その他のゲストに誰があたり（苦い・辛い・すっぱい
）を引いているかを当ててもらうゲームです。参加
者にはオーバーリアクションをとってもらいテーブ
ル対抗であたりを食べた人を当てましょう！
          

選抜

連想ゲーム   
   

所有
時間20分参加

人数

漢字三文字から連想される人物をゲストに当ててもら
いましょう♪漢字３文字のうち一つは予め用意。残りの
２文字を新郎新婦にそれぞれ一字ずつ書いてもらいま
す。お題のヒントとして「男性アスリート」「女性芸能人」
などをゲストに伝えます。漢字三文字の例「海」「打」「投」
→大谷翔平　

選抜

ブルゾンゲーム   
   

所有
時間 20分参加

人数

答えが３つある問題もしくは３つ以上ある問題を出
題します♪そのうちの答え２つを新郎・新婦が答え
、残りの1つをゲストに答えてもらいましょう！
お題の例「桃太郎の家来は？」→キジ（新郎）・サル（
新婦）・イヌ（ゲスト）
　　　　

選抜
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67

68

69

67

愛 
   
けん玉一発勝負
   

所有
時間15分参加

人数

各テーブルの代表者が、けん玉の技を成功させて
いくゲームです。難易度が上がるので、最後までク
リアできたゲストの優勝です。

選抜

65

愛 
   
お題は何でしょう？   
   

所有
時間15分参加

人数

司会者から絵描き歌風のワードが伝えられます。お
題の絵により近づけた方を、司会者、もしくは新郎
新婦に選んでもらいます。

選抜
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