
別紙 

全国ご当地キャラクター年賀はがき 2016 デザイン一覧 

NO 商品画像 キャラクター説明 

1 

 

メロン熊とは夕張の農家を荒らし、おいし

いメロンを食い荒らしたことで変貌した

熊のこと。近年増加する熊によるメロン農

家の被害。凶暴な熊はおいしいメロンを食

べることによって自身の姿を変化させ、遂

に人々の前に現れたのである。驚いた人類

は新聞やテレビ、インターネットなどでこ

ぞって取り上げ、いまや全国に広まった。

しかし…、なぜこのような姿に変わってし

まったのか。凶暴化してしまったのか、未

だ不明である。ただひとつ…、夕張にしか

生息していないことだけは事実である…。 

都道府県 

北海道 

ご当地キャラクター名 

メロン熊 

NO 商品画像 キャラクター説明 

2 

 

大好きな街「函館」を我がものにするため、

はるばる宇宙からやってきました！侵略

活動の様子を YouTube で発表したら大好

評、180 万回以上も再生されています（君

は見たカナ？）なかなか函館は手ごわく

て、最近は、友好作戦に改めて…2014 年

夏、函館朝市の中に「イカール星神社」を

作りました。宇宙のパワーでみんなの願い

を叶えるよ！来年は北海道新幹線が開業

するから、函館の観光 PR を頑張ります！

詳しくは HP をチェックしてね♪ 

都道府県 

北海道 

ご当地キャラクター名 

イカール星人 

NO 商品画像 キャラクター説明 

3 

 

青森を旅していた妖精。青森をとても気に

入り、青い森に住みつきました。いつも頭

には、青森県の花でもあるりんごの花をモ

チーフにした帽子をかぶり、お尻にはブナ

の葉のしっぽがついています。 

都道府県 

青森県 

ご当地キャラクター名 

いくべぇ 

 

 



NO 商品画像 キャラクター説明 

4 

 

「人を幸せにする」＝「人をもてなす」。

いわてで人をもてなす象徴といわれる「わ

んこそば」。また、国内漆生産量日本一を

誇る漆を使った、いわての「漆器」。この

2つをかけあわせたメインキャラクターが

「そばっち」です。県内を 4つのエリアに

分け、それぞれのエリアを代表する食材を

盛り付けたキャラクター「こくっち」「と

ふっち」「おもっち」「うにっち」が地域な

らではの見どころやイベント、食などを紹

介します。 

都道府県 

 

岩手県 

 

ご当地キャラクター名 

わんこきょうだい 

NO 商品画像 キャラクター説明 

5 

 

米どころ宮城のおいしいお米でふっくら

炊き上げたおむすび顔に、伊達政宗公の兜

の飾りチャームポイントの仙台・宮城観光

PR キャラクター。ひと粒ひと粒が強い絆

で結ばれているため、海へ入ってもほぐれ

ないことが自慢。三陸沖でとれる魚が大好

きで、趣味は昼寝と温泉巡り。仙台・宮城

のいいところをみなさんに知ってもらう

ため、全国各地へお出かけしたり、ツイッ

ターやブログ、YouTube で情報発信をして

います！ 

都道府県 

 

宮城県 

 

ご当地キャラクター名 

むすび丸 

NO 商品画像 キャラクター説明 

6 

 

ナマハゲと猫が合体した癒し系ニャーヒ

ーロー「にゃまはげ仮面ニャッパゲ」のニ

ャジロウだよ。おしりをフリフリすると、

ニャッパゲに変身出来るのにゃー。秋田市

に実在した猫で、幸運をひっかける鍵シッ

ポとハート模様があるよ。美人の国秋田の

猫だけあって、可愛い女の子が大好き！会

場でニャジロウをみかけたら、シッポをや

さしく撫でるといいことあるかも！？ツ

イッターもやってるからヨロシクにゃー

ん！（@nyappage） 

都道府県 

 

秋田県 

 

ご当地キャラクター名 

ニャジロウ 

 

 

 

 



NO 商品画像 キャラクター説明 

7 

 

わかりやすく親しみやすい、山形県のカタ

チ「人の顔」をモチーフに、山形を訪れる

人、山形に住んでいる人の「ほのぼのとし

た姿」をキャラクターにしました。さくら

んぼのブローチの付いた麦わら帽子をか

ぶり、「ペロリン」マークの付いた「おい

しい山形」がぎっしり詰まった旅行バッグ

を持って、山形の旅を楽しんでいます。 

都道府県 

 

山形県 

 

ご当地キャラクター名 

きてけろくん 

NO 商品画像 キャラクター説明 

8 

 

帽子の音符は、音楽都市「東北のウィーン

楽都（がくと）・郡山」を表し、郡山産ブ

ランド米「あさか舞」に代表される米どこ

ろ郡山を表す稲穂をワンポイントに、豊か

な自然を表すグリーンの洋服をまとって

います。性格は人なつっこく、陽気。 

好奇心旺盛で何にでもトライするチャレ

ンジャーです。音楽都市・郡山にちなんで、

音楽がとっても大好き！特技はベース演

奏で、キャラ仲間と「がくとくんバンド」

でライブ活動もしています！ 

都道府県 

 

福島県 

 

ご当地キャラクター名 

がくとくん 

NO 商品画像 キャラクター説明 

9 

 

ウサギのようでシカのようなふっかとい

う生き物♪深谷ねぎのしなやかで豪快な

ツノが特徴で、胸には市の花 チューリッ

プのボタンがついています♪とってもか

わいい、あま～いマスクで深谷市の魅力を

発信ちぅ！Y(o0ω0o)Y 

都道府県 

 

埼玉県 

 

ご当地キャラクター名 

ふっかちゃん 

 

 

 

 



NO 商品画像 キャラクター説明 

10 

 

市の花・ミツバツツジの耳が愛らしい、君

津市のマスコットキャラクター。ミツバ 

ツツジの里にある森の中で生まれたきみ

ぴょんは、房総丘陵にいにしえから住む小

さな動物たちの仲間で、森の精や小鳥たち

ととっても仲良し。楽しそうなことは何で

も気になる性格で、どこにでも遊びに行き

ます。誕生日は 4月 23 日で、好きな食べ

物はイチゴと桜餅！どっちも、体の色と似

てるでしょ。 

都道府県 

 

千葉県 

 

ご当地キャラクター名 

きみぴょん 

NO 商品画像 キャラクター説明 

11 

 

水戸黄門をモデルにした茨城県を代表す

るマスコットキャラクター。つぶらな瞳に

白いひげ、手には県の花「バラ」を持ち、

元気いっぱいの姿で全国漫遊の旅を続け

ています。元気の源は、茨城のおいしいメ

ロンとコシヒカリ。最近では極上の常陸牛

もお気に入り。みんなもハッスル黄門さま

に元気をもらって、ハッスルハッスル～♪ 

都道府県 

 

茨城県 

 

ご当地キャラクター名 

ハッスル黄門 

NO 商品画像 キャラクター説明 

12 

 

頭には佐野らーめんのお椀の笠をかぶり、

腰にはいもフライの剣を差した佐野の城

下町に住むお侍さん。自慢の前髪は佐野ら

ーめんの麺で出来ているよ。性格はやん 

ちゃで食いしん坊。特に佐野らーめん、い

もフライ、耳うどん、大根そば、味噌まん

じゅう、などなど佐野の食べ物が大好き。

夢は全国を旅して、みんなと友達になるこ

と。さのまるを街で見かけたら声をかけて

ね。 

都道府県 

 

栃木県 

 

ご当地キャラクター名 

さのまる 

 

 

 

 



NO 商品画像 キャラクター説明 

13 

 

群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」です。

ぐんまちゃんは、1994 年（平成 6）年全国

知的障害者スポーツ大会「ゆうあいピック

群馬大会」のキャラクターとして誕生しま

した。年齢は永遠の 7歳。特技は、はっぴ

やタキシードなどの様々な衣装で変身す

ることです。2012（平成 24）年には群馬

県宣伝部長に就任。草津や伊香保を初めと

した温泉、尾瀬などの豊かな自然、そして、

群馬の郷土料理「おっきりこみ」など、群

馬県の魅力を全国で PRしています。 

都道府県 

 

群馬県 

 

ご当地キャラクター名 

ぐんまちゃん 

NO 商品画像 キャラクター説明 

14 

 

おばあちゃんの原宿でおなじみの巣鴨地

蔵通り商店街のおもてなし委員長「すがも

ん」は鴨の国からやってきた 12 才の男の

子。「日本の商店街を元気にしたいがも～

♪」の思いで東京 巣鴨で元気に修行中。

“すがもんのおしりを触ると恋が実る”と

いう都市伝説も！商店街入口にある、巨大

なさわれるオブジェ“すがもんのおしり”

が大人気。みなさんも是非さわりに来てく

ださい。 

都道府県 

 

東京都 

 

ご当地キャラクター名 

すがもん 

NO 商品画像 キャラクター説明 

15 

 

古来から女神伝説がある富士山。かぐや姫

もその一人。かぐや姫は月にかえったの

ち、世話になった人たちの平安のため、い

にしえより月に住んでいるという、うさぎ

を遣わしました。富士山世界文化遺産登録

を機にいてもたってもいられず実体化。明

るく、自由奔放な性格。好きな食べ物は古

代米のオモチ。好きな言葉は「住めば都」。

すっかり富士河口湖町がお気に入り！ 

都道府県 

 

山梨県 

 

ご当地キャラクター名 

ふじぴょん 

 

 

 

 



NO 商品画像 キャラクター説明 

16 

 

水と緑でいっぱいの神奈川県の足柄山で

生まれた「かながわキンタロウ」です♪ポ

ジティブで、優しくて力もち！努力家の男

の子。歳はいくつかって？ひ・み・つ♪足

柄山でクマと相撲したり川で遊んでたり

していたら、神奈川県知事に呼ばれて、県

庁のお仕事をすることになったんだ！ 

フェイスブックを書いたり、県庁の庁舎公

開やイベントに、神出鬼没！神奈川県の

「今」を PR しているよ！夢はね、大きく

なったら神奈川県知事になること、…なん

てね。 

都道府県 

 

神奈川県 

 

ご当地キャラクター名 

かながわキンタロウ 

NO 商品画像 キャラクター説明 

17 

 

新潟県の鳥「トキ」をモチーフとしたペア

のキャラクターで、誰にでも親しみやすい

丸い体と、顔の赤いハートが特徴です。男

の子の「とっぴー」は、いつも元気でチャ

レンジ精神旺盛。女の子の「きっぴー」は、

好奇心旺盛でおしゃべり大好き。「新潟県

宣伝課長」として色んな場所にお出かけし

て、新潟県の魅力の PRを頑張っています。 

都道府県 

 

新潟県 

 

ご当地キャラクター名 

トッキッキ 

NO 商品画像 キャラクター説明 

18 

 

信州だけに出没する､大変珍しいクマ。ク

マなのに寒がりで､いつも頭にかぶりも

の。クマなのに旅好きで､いつも背中に 

リュックサック。信州をクマなく歩きまく

り､信州の魅力を世の中にクマなく広める

のが生きがい。 

都道府県 

 

長野県 

 

ご当地キャラクター名 

アルクマ 

 

 

 



NO 商品画像 キャラクター説明 

19 

 

石川県小松市には歌舞伎「勧進帳」の舞台

となった安宅の関があることから、その

「勧進帳」に登場する「弁慶」をモチーフ

に、カブッキーは 2010（平成 22）年 2月

22 日に誕生しました。好きな食べ物は松

尾芭蕉も食したとされる「小松うどん」、

好きな言葉は「難関突破」！！小松市章模

様のハカマを身につけ、難関突破の精神

で、市内外の皆さんに小松の魅力と元気を

発信しています。 

都道府県 

 

石川県 

 

ご当地キャラクター名 

カブッキー 

NO 商品画像 キャラクター説明 

20 

 

金沢生まれ、金沢育ち。生粋の金沢っ子の

郵太郎。60歳の誕生日と 2015 年北陸新幹

線開業をきっかけに、加賀人形をかたどっ

たキャラクターへと成長を遂げ、愛する金

沢の町をとびまわっています。 

都道府県 

 

石川県 

 

ご当地キャラクター名 

郵太郎 

NO 商品画像 キャラクター説明 

21 

 

このまぶしい縞模様、輝く王冠、そして、

ゆたかなヒゲ！みてのとおり、我輩は王で

ある。「入善ジャンボ西瓜」の王であるぞ。

「食」 「ところ」 「人」と魅力たっぷり

の入善町。その名を全国にとどろかせるの

じゃ！ 

都道府県 

 

富山県 

 

ご当地キャラクター名 

ジャンボ～ル三世 

 

 

 

 



NO 商品画像 キャラクター説明 

22 

 

ぼくは、日本のポンペイと言われる一乗谷

朝倉氏遺跡に住む妖精なんだ。みんなと出

会った時に「一乗谷朝倉氏遺跡の素晴らし

さを日本全国に広めることが夢なんだ♪」

と言ったから、ゆめまると人々から呼ばれ

るようになったんだよ。ぼくの姿は、一乗

谷朝倉氏遺跡の象徴である唐門を兜とし

た武将の姿をしてるんだ。一乗谷朝倉氏遺

跡は、戦国時代に福井に栄えた一族の住ま

いで、将軍も訪れるほどの栄華を誇ったま

ちなんだよ。 

都道府県 

 

福井県 

 

ご当地キャラクター名 

朝倉ゆめまる 

NO 商品画像 キャラクター説明 

23 

 

徳川家康公は、浜松の地に「浜松城（出世

城）」を築き、17年間城主を務めたのち天

下統一を成し遂げた、まさしく「出世大

名」。拙者は、その生まれ変わりと言われ

ており、浜名湖うなぎの“ちょんまげ”は、

出世運が宿っているのじゃ。浜松にお越し

の皆さまには、お近づきの印に拙者の出世

運を授けるのじゃ！！ 

都道府県 

 

静岡県 

 

ご当地キャラクター名 

出世大名家康くん 

NO 商品画像 キャラクター説明 

24 

 

酒とタバコと女性が大好き！ナンパした

女性は数知れず、イベント中の飲酒喫煙は

当たり前！そんな行動や見た目とは裏腹

に、熱いハートを持つ。2008 年から勝手

に飛騨・高山を応援しつづけた結果、高山

市から認められ高山市特別住民となりま

した。 

都道府県 

 

岐阜県 

 

ご当地キャラクター名 

お猿のくぅ 

 

 

 

 



NO 商品画像 キャラクター説明 

25 

 

愛知県岡崎市のキャラクターの「ようなも

の」非公式非公認キャラ。顔が「岡」胸に

「崎」で岡崎を PR。 

都道府県 

 

愛知県 

 

ご当地キャラクター名 

オカザえもん 

NO 商品画像 キャラクター説明 

26 

 

約 1,000 年前の平安時代、斎王と斎宮をず

っとそばで見ていたノハナショウブが、斎

王の雅な姿にあこがれ続けるうち、その思

いがめい姫の姿になったと言われていま

す。斎王制度が廃止されてからはその姿を

見かけることはありませんでしたが、斎宮

跡が発見されてから現代の世にも再び姿

を見せるようになりました。自称「いとを

かし」なお姫様。 

都道府県 

 

三重県 

 

ご当地キャラクター名 

めい姫 

NO 商品画像 キャラクター説明 

27 

 

忍者発祥の地「滋賀県甲賀市」で活動して

いるよ。黒米の田んぼからまちづくりにか

けるみんなの想いが集まって生まれたん

だ。こうみえて「甲賀流癒し忍術 免許皆

伝」・「甲賀流ゆる忍術 免許皆伝」・「甲賀

流エコ忍術 マイスター」・「甲賀流グルメ

忍術 ☆☆☆シェフ」と、様々な免許を 

持っているのだ。最近は、忍法ゆるモノマ

ネの特訓中！飢渇丸とお菓子があれば何

でもするでござるよ。 

都道府県 

 

滋賀県 

 

ご当地キャラクター名 

にんじゃえもん 

 

 

 

 



NO 商品画像 キャラクター説明 

28 

 

性別：男の子 

出身地：京都生まれの京育ち 

誕生日：9月 6日 4 時 8 分 

京都生まれの京育ち、ぼく和み柴っこワ

ン。趣味は居合抜きとお絵描きとお習字。

大のチャンバラと特撮ファンどすワン。肩

から掛けてる大きな大きながま口バッグ

の中には、秘密の 7つ道具が入っとります

ワン。三条通りは東海道の発着点。京の台

所と言われてるワン。近代建築の宝庫三条

通りを PRしながら「こんにちワンコ」を

合言葉に相棒シロたんと一緒に、全国に笑

いと癒しを届けに旅してるワン。 

都道府県 

 

京都府 

 

ご当地キャラクター名 

和み柴っこ 

NO 商品画像 キャラクター説明 

29 

 

樟葉宮表参道商店会のバレエを踊る三毛

猫「みっけ」。交野天神社で 11月 3 日に拾

ってもらった恩返しに巫女としてお手伝

いしているにゃん。趣味はお買い物とクラ

シックバレエを習いイベントなどで披露。

みんなに自分自身の地元を好きになって

もらうための活動と商店会や地域活性の

ために「いいひと、みっけ。いいもの、み

っけ。」をもっとうに、みんなに笑顔にな

ってもらうために、日々活動してるにゃ

ん。 

 

都道府県 

 

大阪府 

 

ご当地キャラクター名 

みっけちゃん 

NO 商品画像 キャラクター説明 

30 

 

日本を元気にする？ハイテンションご当

地キャラの「ちっちゃいおっさん」。その

おっさんの名は酒田（さかた）しんいち。

尼崎とお酒とカラオケを愛するハイテン

ションな 45 歳（中年）。「笑う門には福来

たる♪」と、いっつも笑顔のちっちゃいお

っさんはチビッコ達の明るい未来のため

に「大切な何か＝道徳（感謝の気持ち、あ

いさつ、思いやり）、ユーモア等」を伝え

るべく、ほろ酔いながらも奮闘中♪ 

都道府県 

 

兵庫県 

 

ご当地キャラクター名 

ちっちゃいおっさん 

 

 



NO 商品画像 キャラクター説明 

31 

 

大和高田市マスコットキャラクターのみ

くちゃんです。「未来」を「みく」とよん

で名付けられたみくちゃんの名前には大

和高田市が未来へはばたきますようにと

いう願いが込められているよ♪現在「未来

へはばたき大使」として大和高田市の魅力

や情報を発信中！！応援よろみく～♪ 

都道府県 

 

奈良県 

 

ご当地キャラクター名 

みくちゃん 

NO 商品画像 キャラクター説明 

32 

 

和歌山観光 PR シンボルキャラクターのわ

かぱんだぱん。飼育頭数日本一の「パンダ」

がモチーフだぱん。「わかやま」の「パン

ダ」だから「わかぱん」なんだぱん♪最近

は、一度聴いたら忘れられない歌とダンス

「わかぱん DANCING！」を引っさげて、全

国各地で和歌山県の PRを頑張ってるぱ

ん！ツイッターで旬の和歌山の観光情報

やわかぱん出演情報をつぶやいているか

ら、どんどんフォローしてほしいぱん♪ 

都道府県 

 

和歌山県 

 

ご当地キャラクター名 

わかぱん 

NO 商品画像 キャラクター説明 

33 

 

鳥取県の名産品である「梨」がモチーフに

なっているキャラクター。「ゆるきゃらク

ラシック」と話題になっています。普段は

水兵の格好をしているが実は衣装をたく

さん持っているオシャレさん♪一方で、鳥

取砂丘でパラグライダーやサンドボード

をするなどアクティブな一面も！鳥取の

PR のために日々奔走している。鳥取の食

べ物が大好きで、特にこれから旬になる松

葉ガニを楽しみにしています。子どもたち

と遊ぶことが大好き！ 

都道府県 

 

鳥取県 

 

ご当地キャラクター名 

トリピー 

 

 

 

 



NO 商品画像 キャラクター説明 

34 

 

こんにちは！「しまねっこ」にゃ！！島根

の PR をするためにやって来たにゃ。最近、

食べすぎで少し動きが鈍いけど、誰とでも

すぐに仲良くにゃれるから、見かけたら声

をかけてにゃ。 

都道府県 

 

島根県 

 

ご当地キャラクター名 

しまねっこ 

NO 商品画像 キャラクター説明 

35 

 

「筆の生産量日本一の熊野町の観光大使

だりん♪熊野町にある、筆の里工房で所蔵

している嵯峨天皇の筆【弘(こう)仁(にん)

御筆(おんひつ)】がモデルの筆の妖精だり

ん♪ちょっと恥ずかしがり屋で、出たがり

のおっちょこちょいだけど、熊野筆と熊野

町が愛される町であり続けるよう日々PR

を頑張っているりん♪好きな食べ物は熊

野町 B級グルメのふわふわ納豆焼きだり

ん♪」 

都道府県 

 

広島県 

 

ご当地キャラクター名 

ふでりん 

NO 商品画像 キャラクター説明 

36 

 

昔から萩で語り継がれている「猫（ねこの）

町（ちょう）伝説」の主人公。忠義の猫の

よみがえり。「一（いち）に肉球」の家紋、

鈴の代わりに萩の特産品「夏みかん」、憧

れの「高杉晋作」が結成した奇兵隊の衣装

を身にまとっています。 

都道府県 

 

山口県 

 

ご当地キャラクター名 

萩にゃん。 

 

 

 

 



NO 商品画像 キャラクター説明 

37 

 

近代彫刻界の巨匠・平櫛田中（ひらくしで

んちゅう）の大作「鏡獅子」がモチーフの

でんちゅうくん。くま取りした目力のある

大きな目とフカフカの髪がとっても印象

的♪お茶目で好奇心いっぱいのでんちゅ

うくんは、流れ星を見つけたら必ず願い事

をするロマンティックな一面も持ってい

ます☆毎日欠かさず取り組む健康体操で

いつも元気いっぱいのでんちゅうくんは、

みんなに笑顔と元気を届けます！！ 

都道府県 

 

岡山県 

 

ご当地キャラクター名 

でんちゅうくん 

NO 商品画像 キャラクター説明 

38 

 

饂飩
う ど ん

が大好きで饂飩
う ど ん

ばかり食べてたら、あ

る朝目覚めると･･･妖怪「うどん脳」にな

ってたツル！！ある時は、本場さぬきうど

ん協同組合の「うどん大使」として、ある

時は、香川県医師会公認「ドクターうどん

脳」として。そしてある時は、さぬき映画

祭マスコットキャラクター「監督うどん

脳」として･･･世界に香川県をアピールす

るため、毎日かけ巡ってるツル！ツルツル

ウエイ！！ 

都道府県 

 

香川県 

 

ご当地キャラクター名 

ツルきゃらうどん脳 

NO 商品画像 キャラクター説明 

39 

 

焼き鳥のまち今治（いまばり）生まれ今治

育ちのトリ。頭に来島海峡大橋をイメージ 

したクラウンをかぶり、タオル生地のハラ

マキをし、手には特注の船の形の財布を持

っています。 

身長 150cm・体重 150kg・胴回 150cm 

誕生日 8月 3日  性別不明 ・年齢不明 

優しい性格にもかかわらず、今治弁を話す

ため、ちょっときついイメージあり。のん

びりしており怒ったことは一度しかない。

夢はいろんな人に今治の良さをしっても

らうこと。 

都道府県 

 

愛媛県 

 

ご当地キャラクター名 

いまばりバリィさん 

 

 

 

 



NO 商品画像 キャラクター説明 

40 

 

「すだちくん」は、徳島県特産の果実「す

だち」をモチーフとした「絞られ」キャラ

として、1993（平成 5）年の東四国国体で

デビューし、以来 22 年間、徳島県の特産

物や観光名所など、徳島が持つ様々な宝物

を、全国に広めるお仕事をしています。「す

だちくん」の夢は、徳島生まれの 1番の笑

顔で，世界中の人に元気を届けること！

「大好きな徳島のために力をふりしぼっ

てかんばるじょ！キュッ☆」と毎日頑張っ

ています。 

都道府県 

 

徳島県 

 

ご当地キャラクター名 

すだちくん 

NO 商品画像 キャラクター説明 

41 

 

須崎市の新荘川で、最後に目撃されたニホ

ンカワウソ。残念ながら絶滅種指定されて

しまいましたが、しんじょう君は今日もカ

ワウソの友達を探しに旅をしています。そ

して、この魅力いっぱいの須崎市の PR を

しています。 

都道府県 

 

高知県 

 

ご当地キャラクター名 

しんじょう君 

NO 商品画像 キャラクター説明 

42 

 

とんこつラーメンをイメージしたどんぶ

りに「ECO」のロゴ、白くてふわふわ。福

岡県の広報部長「エコトン」です。 

みんなに福岡県を好きになってもらうた

めに日々、頑張っています！趣味は、いち

ごの王様「あまおう」や県が開発したラー

メンのための小麦から作った「ラー麦ラー

メン」など、福岡県産おいしい物の食べ歩

き！（おいしい物を食べ過ぎて、こんな姿

になりました・・・）得意なことは、福岡

のみんなを幸せな気持ちにすることです。

（僕をみつけたら幸せになれるトン♪ぜ

ひ、みつけてね！） 

都道府県 

 

福岡県 

 

ご当地キャラクター名 

エコトン 

 

 

 

 



NO 商品画像 キャラクター説明 

43 

 

オイは佐賀県有明海に住むムツゴロウ型

キャラ。愛する佐賀のために勝手にアピー

ルし続ける非公認キャラがたよぉ。特技は

喋れる事（やや毒舌）と絵を描ける事（サ

イン大歓迎）。大好物は有明海産さが海苔

と佐賀ラーメン。ちょっと魚臭いのが気に

なるお年頃。ガッタガタヒガタ有明海！ 

都道府県 

 

佐賀県 

 

ご当地キャラクター名 

有明ガタゴロウ 

NO 商品画像 キャラクター説明 

44 

 

大分県中津市ゆかりの武将黒田官兵衛を

モチーフとしたキャラクターで、官兵衛の

代名詞ともいえる赤いお椀を伏せたよう

な形の「赤合子形兜(あかごうすなりかぶ

と)」を身に着けていることが特徴。右肩

には、軍師として仕えた豊臣秀吉をイメー

ジしたお猿さんを載せ、首にはキリシタン

の象徴・十字架を下げています。温厚で、

類まれな「知恵」と「やる気」と「勇気」

を持ち、中津がからあげの聖地ということ

もあり、大好物はからあげ。 

都道府県 

 

大分県 

 

ご当地キャラクター名 

くろかんくん 

NO 商品画像 キャラクター説明 

45 

 

五島市イメージキャラクターのつばきね

こ、ごとりん、バラモンちゃんです。つば

きねこは五島の椿を頭に載せています。ご

とりんは五島の教会群にちなんでベール

を被っています。バラモンちゃんは五島に

古くから伝わる「バラモン凧」をモチーフ

にしています。 

都道府県 

 

長崎県 

 

ご当地キャラクター名 

つばきねこ 

 

 

 

 



NO 商品画像 キャラクター説明 

46 

 

「ひごまる」は、熊本市のイメージキャラ

クターです。 

2007（平成 19）年、熊本城築城 400 年祭

を期に、現代へやってきた妖精です。多く

の皆さんに、熊本城ならびに熊本市の魅力

を伝える活動をしています。皆さん宜しく

お願いします！ 

都道府県 

 

熊本県 

 

ご当地キャラクター名 

ひごまる 

NO 商品画像 キャラクター説明 

47 

 

古より子どもの立身出世・無病息災・五穀

豊穣とお家安泰を願ってつくられた宮崎

県延岡市の郷土玩具「のぼりざる」。これ

に因んで毎年秋に開催される地元の物産

展「のぼりざるフェスタ」のマスコットキ

ャラクターが「のぼるくん」です。延岡の

大自然が大好きでとても活動的な「のぼる

くん」は、様々なイベントだけでなく、海・

山・川どこにでも出没！カヌーをしたり自

転車に乗ったり、はたまた山に登った

り・・・。とても好奇心旺盛でとにかく元

気！（だってお猿さんだもん！）その優し

く可愛らしい笑顔に、子どもはもとより大

人も癒されてしまう地元で大人気のキャ

ラクターです！ 

都道府県 

 

宮崎県 

 

ご当地キャラクター名 

のぼるくん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO 商品画像 キャラクター説明 

48 

 

黄金の街、鹿児島県伊佐市のご当地キャラ

クター。伊佐＝13（イーサ）、13 はトラン

プでいう KING。13＋KING＝「イーサキン

グ」。 

皆を愛し、誰からも敬愛される国民的王

様。焼酎発祥の街を PRするために夜な夜

なキャバクラに通い、そこで鍛え抜いた軽

快なトークを武器に、今日も日本のどこか

の街でご当地「鹿児島」を PR しています。 

都道府県 

 

鹿児島県 

 

ご当地キャラクター名 

イーサキング 

NO 商品画像 キャラクター説明 

49 

 

沖縄から幸せを運ぶ使者として、県内外へ

沖縄観光 PR に日々奔走中。嬉しくなると

ついついカチャーシーを踊りだしてしま

う。美味しいものが大好きで好奇心旺盛な

アウトドア志向。 

都道府県 

 

沖縄県 

 

ご当地キャラクター名 

花笠マハエちゃん 

 

 

 


