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製品事業部のIさんの趣味はリアル脱出ゲーム。聞いたことはあるけれど参加したこ
とはない…そんな方も多いのでは？ リアル脱出ゲーム歴戦者のIさんにその魅力を
語ってもらいました！
−
−
−「リアル脱出ゲーム」とはなんですか？
I さん

その名の通り脱出ゲームをリアル(現実)で行う体感型イベン

トです。ある場所に閉じ込められたという設定の元、室内に置かれた
ヒントなどを元にして謎を解き、制限時間内にその場所から脱出をす

ISO27001、
ISO9001認証取得

るというイベントです。一番スタンダードなのは参加者の中から数人
のチームを組み、チームで協力し合って脱出を目指すチーム戦タイプ
です。広い会場内で行い、一回の公演で数十チームが同時に脱出を目
指します。最も公演数が多いものがこれにあたると思われます。この
タイプではチームで机を囲み謎を解くのがメインです。
また、十人程度が本当に1部屋の中に閉じ込められて、部屋内でヒ
ントを探し脱出を目指すアジトタイプなどがあります。チーム戦タイプが一回の公演で数十チ
ームなのに対し、こちらは一回の公演で一チームのみとなっており、みなさんが想像している
リアル脱出ゲームに一番近いのではないかと思います。
他にも、ドームや遊園地などの大きな会場に集まって会場内を歩き回りながら解いていく個
人戦タイプもあります。どのタイプにも違った面白さがありますね。

−
−
−興味を持ったきっかけはなんですか？
I さん

「Web業界最新事情」

好きな作品とコラボした公演が行われていたことです。その公演自体は開催地が近辺

ではなかったため参加できなかったのですが、その後近辺で行われた別の公演に参加して脱出
失敗。それが悔しくて他の色々な公演に参加しているうちにはまっていました。元々、小さい

最近女性芸能人と歌手のトークアプリが流出したのは記憶に新しい
出来事であると思います。その件とは少し違いますが、高機能な携帯
端末が普及している今、私たちも他人事ではないかもしれません。
今回取り上げます、バックドアというのは裏口、勝手口という意味
の英単語。そこからネットワークセキュリティの分野ではソフトウェ
アやシステムの一部として利用者に気付かれないよう秘密裏に仕込ま
れた、正規の利用者認証やセキュリティ対策などを回避してこっそり
遠隔操作するための窓口のことを指します。
またこの窓口はその機器そのもののシステムに組み込まれている事
も多いため、普通はなかなか気づくことが出来ません。最近では中国
の検索エンジンである「百度（Baidu）」にバックドアの機能があるこ
とが確認されました。
フィッシングサイトへの誘導、任意の連絡先の追加、偽のショート
メッセージサービス（SMS）の送信、リモートサーバーへの ローカル
ファイルのアップロード、任意のアプリをAndroid端末にインストー
ル、といったことがインターネットに接続するだけで実行されてしま
う状態になったそうです。
検索エンジンにまで仕掛けられてしまっていては、対処のしようも
ありませんが、一般的なコンピューターウィルス同様怪しいwebサイ
トやソフトウェアなどに仕掛けられていることが多いです。不用意に
そういったサイトを閲覧しないようにしたり、ウィルス対策ソフト等
を導入し、個人情報を守るよう心掛ける事が大切です。

時から謎解きが好きだったのもはまった要因になっていると思います。

−
−
−どれくらいの頻度で参加していますか？
Iさん

参加し始めた頃は三ヶ月に一回程度でしたが、現在は月に1〜2回のペースで参加して

10大脅威2016

います。多いときには月に4回参加するときもあります。毎月新しいゲームが開催されるのでそ

情報セキュリティ

の度に参加しているとこれくらいのペースになってしまいました。
−
−
−魅力はなんですか？
Iさん

やはり脱出成功時の達成感です。公演によるのですが基本的に脱出成功率は10%を下回

ります。だからこそ脱出成功時の喜び、達成感はひとしおです。また、チーム戦の場合は少人数
で行くと初対面の人とチームになるので、同じ謎解きの趣味をもった人との交流が持てるのも魅
力の一つです。

−
−
−これから参加を考えている方に一言お願いします。
Iさん

少しでも面白そうだと思った方はぜひ参加をしてみてください。個人的にはアジト系が

おすすめですが、どのタイプでもきっと楽しめると思います。最近では漫画やゲーム等とのコ
ラボも増えていますので、好きな作品とのコラボならより一層楽しめます。
また、初心者向けの公演を行っ

展示会・イベント管理システム

「

ているものもありますので、謎解

」のご紹介

きに自信がない方でも気軽に参加
してみてください。そして脱出成
功時のあの達成感をぜひ味わって
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プロット調査隊が行く！

「横浜家系ラーメン 武源家」編

みてください。
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2月15日、IPA（情報処理推進機構）
は情報セキュリティ10大脅威2016を発表しました。
これは2015年に発生し、
社会的に影響が大きかったと考えられる情報セキュリティの脅威
に関する事故・事件から選出したものです。組織別の順位は下記のようになっています。

1

標的型攻撃による情報流出

6

対策情報の公開に伴い
公知となる脆弱性の悪用増加

2

内部不正による情報漏えい

7

ランサムウェアを使った
詐欺・恐喝

3

ウェブサービスからの
個人情報の窃取

8

インターネットバンキングや
クレジットカード情報の不正利用

4

サービス妨害攻撃による
サービス停止

9

ウェブサービスへの
不正ログイン

5

ウェブサイトの改ざん

10

過失による情報漏えい

1位は昨年さまざまな企業・団体での事件が大体的に報道された、標的型攻撃。現在も
留まることを知らず影響が広がり続けている状況です。
しかし、従業員の4人に1人が標
的型は自分には関係のないことだと考えているとも言われています。一度社内のセキュ
リティ意識・対策を見直しませんか？
プロットの標的型攻撃メール訓練サービスでは意識調査から教育まで一括サポート！
貴社のセキュリティ対策にお役立てください。

プロットの標的型攻撃メール訓練サービスの詳細はこちら

http://training.plott.co.jp/

PLOTT PR

Oさん（製

品事業部

）
からの質問

まだ寒い
季節が続
いて
いますの
で、体温
まる
ラーメン
が食べた
いです！
東京本社
近くでお
いしい
ラーメン
屋の店は
ありませ
んか？

「
展示会・イベント管理システム

」のご紹介

「プロット 展示会・イベント管理システム」のサービス名称を
2016年3月より「PEEMS（ピームス）」
（Plott Exhibition Events Management System）へ変更いたします。

「

」
とは？

「PEEMS」は展示会・イベントの主催者に向けたWEBシステムパッケージです。

「横浜家系ラーメン 武源家」編
今回プロット調査隊が向かったのは慶応大学正門前、横浜家系ラーメン
「武源家」です！

東京本社から歩いてすぐ、元気な学生たちが行
き交う三田の街中にある武源家さんで、横浜家系
（いえけい）ラーメンを頂いてきました！
横浜家系ラーメンというのは横浜の吉村家とい
うお店を起源としたラーメン。特徴は、しょうゆ
豚骨味のとても濃いめのスープと太目の麺に、ほ
うれん草や海苔のトッピング。また、カウンターにニン
ニクや針ショウガ・お酢などが常備されていることも特徴の一つです。
早速お店に入ってメニューを見てみたところライスが無料とのこと。これは
お腹の空いたお昼にぴったり！ 麺のかたさ、スープの味の濃さ、脂の量も決
められるので、こってり好きはもちろん、脂が苦手という人でも安心して食べ
られそう。ということで調査員の好みから、今回は麺かため、味濃いめ、脂ふ
つうの並ラーメンを注文。
そしてやってきたのは豚骨のいい香りが溢れ出るとても濃厚そうなラーメ
ン。一目見ただけで豚骨の濃厚さがひしひしと伝わってきます。食べてみると
やっぱり家系、口の中に豚骨スープのうまみと塩辛さが合わさって絶妙です。
スープを掬う手が止まりません！ スープから顔を出すほどたっぷりな太めの
麺も、もちもちで豚骨のパンチを和らげてくれます。
店員さんのお勧めに従い、途中でニンニクやお酢を入れてみるとガラッと味
の印象が変わります。スープも麺もペロッと完食。全部頂いてみると、常に濃
いめながら、自然と最後まで食べられちゃう、そ
んな不思議な時間を過ごせました。
武源家さんは慶応大学のすぐ目の
前なので、平日お昼の店内は学生さ
んがいっぱいでとても賑やか。慶大
生の力の源、ここにて発見ではない
でしょうか。皆さんも、彼らと一緒
にラーメンを食べて、午後のお仕事
もバッチリ！ と決めてみてはいか
がでしょう？

たとえば、
こんなお困りごとは
ございませんか？

出展者情報の管理や、
イベントの受付を効率化したい

営業時間

11：00〜22：00

住所

東京都港区三田3-1-2

TEL

03-3453-5030

定休日

年中無休

集客から来場登録・当日受付・
会期後のフォローまで、

名刺交換のデータ化に
時間・労力がかかる

展示会運営に関わるシステムを

トータルでサポート

入場手続きを
簡単に済ませたい

「

致します。
」の主な開発実績

入場証発行・バーコードシステム
visitor

入場証に発行されたバーコードを使って受付が
可能。
来場者が会場受付に並ぶ手間を軽減します。

・名刺交換アプリ

・アポイントメール送信機能

出展者

名刺交換アプリ

暗号化された QR コードを用いて、セキュアに
来場者の名刺データをリアルタイムにデータ化・
出力する機能です。

来場者
受付で
並ばず入場
可能

・WEB掲載情報更新機能

イベント

・招待券PDF作成機能

・入場証発行機能

・セミナー管理機能

出展者ドキュメント 入稿管理システム
出展者の展示会に必要な各種入稿用書類を
管理する機能です。

麺かため、味濃いめ、脂ふつうの並ラーメン

横浜家系ラーメン 武源家

なら、

来場者情報のデータベース化

来場者
情報の
DB 化
・来場事前登録機能

・ドキュメント入稿管理
・DM送付代行

会場に来場されたユーザーの情報をデータベース
に取り込み、来場の履歴を保管する機能です。

主催者

・WEBサイトでの情報配信

展示会／イベントの予算・規模内容に応じて最適な導入プランをご提案いたします。お気軽にご相談ください。

PEEMS：http://www.peems.jp

0120-40-2610

