
友好・交流宣言　承諾団体一覧
都道府県 キャラ名 管理団体名

北海道 コアックマ&アックマ 株式会社ベガスタ

北海道 ジンギスカンのギスくん・ジンギスカンのカンくん 札幌観光協会

北海道 ジンギスカンのジンくん・またぎのもみじちゃん 札幌観光協会

北海道 ゾンベアー・グルーミー 北海道キンボールスポーツ連盟

北海道 たごぱん トゥモローダイエット

北海道 ハッピーニンジェルズ モーリィ・ハッピーニンジェルズ エメ・ハッピーニンジェルズ キンボー 一般社団法人札幌観光協会

北海道 北方領土エリカちゃん 独立行政法人北方領土問題対策協会

青森県 ももうしゃぎ・ももくぅま momono-book×千本茶屋

青森県 つゆヤキソバン＆モミー 黒石市観光協会

宮城県 ざおうさま 宮城県蔵王町

宮城県 むらたん 自然農園

秋田県 こあぴょん 秋田県上小阿仁村

秋田県 ニャジロウ 社会福祉法人秋田県共同募金会

秋田県 美郷のミズモ 美郷町

山形県 桃色ウサヒ 朝日町

山形県 きてけろくん 山形県

山形県 かねたん・おせんちゃん 一般社団法人米沢観光コンベンション協会

山形県 たかっき・はたっき 一般社団法人　高畠町観光協会

山形県 チェリン (一社)寒河江市観光物産協会

山形県 新庄市イメージキャラクターかむてん 山形県新庄市

福島県 かぼまる 金山町

福島県 しらかわん 白河市

福島県 ふくしまから はじめよう。キビタン 福島県

福島県 ボータン 須賀川市

福島県 やぶさめくん 福島県古殿町

福島県 んだべぇ 南会津町観光物産協会

福島県 石ころ多 福島県石川町役場地域づくり推進課

福島県 やぶきじくん 矢吹町商業振興公社

福島県 こゆりちゃん にしあいづ観光交流協会

茨城県 トモ〜 トモヱ乳業株式会社

茨城県 いしおさん 桜川市商工会

茨城県 うかるくん＆もうかるくん （一社）日立市観光物産協会

茨城県 カミスココくん 神栖市

茨城県 稲敷いなのすけ 稲敷市

茨城県 守犬 茨城県守谷市

茨城県 水戸市マスコットキャラクター　みとちゃん 水戸市

茨城県 みらいりんぞう つくばみらい市

茨城県 なめりーミコット 行方市

茨城県 千姫ちゃま 常総市観光物産協会
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友好・交流宣言　承諾団体一覧
都道府県 キャラ名 管理団体名

栃木県 きゅーびー (一社)那須町観光協会

栃木県 さのまる 栃木県佐野市

栃木県 とち介 栃木市

栃木県 ともなりくん 栃木県矢板市

栃木県 もおかぴょん 栃木県真岡市

栃木県 開運★おやまくま 小山市役所

栃木県 与一くん 大田原市観光協会

栃木県 のぎのん、ひまわりサンちゃん 野木町観光協会

栃木県 思川結 ＨＭスタイル（赤い電車）

群馬県 おいでちゃん みなかみ町観光協会

群馬県 ぐんまちゃん 群馬県

群馬県 ころとん 前橋市

群馬県 ぬまたんち（ぬっくん・まっくん・たっくん） 群馬県沼田市

群馬県 ドラキリュウ 群馬県みどり市

埼玉県 パイプル君 アロハガス株式会社

埼玉県 あわブタ 株式会社イーグルスター

埼玉県 はっくるべあ〜くるタム 株式会社ホンダアクセス

埼玉県 カパル （公財）志木市文化スポーツ振興公社

埼玉県 こいのぼりん1世・2世　ごかぼちゃん 加須市物産観光協会

埼玉県 トコろん 所沢市

埼玉県 むさし嵐丸 嵐山町役場

埼玉県 スマッピー 鳩ヶ谷商工会

埼玉県 サイポン３兄弟（りく・うみ・そら） 自衛隊埼玉地方協力本部

埼玉県 ウインビー＆ウインク 戸田競艇企業団

埼玉県 えんむちゃん くまがや市商工会

埼玉県 オケちゃん (一社)桶川市観光協会

埼玉県 かわべえ・かわみん 川島町

埼玉県 北春日部Ｑ之介 春日部市

埼玉県 コバトン・さいたまっち 埼玉県

埼玉県 こむぎっち 上里町

埼玉県 ジェントルパルコ パルコ通り商店街

埼玉県 シラオ仮面、なしべえ・なしりん 埼玉県白岡市

埼玉県 ゾウキリン 新座市産業観光協会

埼玉県 たまーりん さいたまスーパーアリーナ

埼玉県 ニャオざね 熊谷市

埼玉県 歯ート・エンジェル 羽生市立西中学校

埼玉県 はーとん 鳩山町

埼玉県 はすぴぃ 蓮田市

埼玉県 はっぴーはにゅはにゅ 羽生総合病院
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友好・交流宣言　承諾団体一覧
都道府県 キャラ名 管理団体名

埼玉県 はにぽん 埼玉県本庄市

埼玉県 フカニャン 埼玉工業大学

埼玉県 ふっかちゃん 深谷市

埼玉県 ふわっぴー 富士見市

埼玉県 ポテくまくん 埼玉県秩父市

埼玉県 ぽぽたん 埼玉県朝霞市

埼玉県 マップー 松伏町

埼玉県 みどりの 埼玉県秩父農林振興センター

埼玉県 みなみちゃん 羽生市立羽生南小学校

埼玉県 ミムリン 美里町

埼玉県 ムサシトミヨのムートくん 公益財団法人埼玉県公園緑地協会　さいたま水族館

埼玉県 山田るま 全日本だるま研究会

埼玉県 伊奈ローズちゃん・伊奈ローズくん 伊奈町観光協会

埼玉県 狭山ぶ〜茶、にゃーちゃ、 入間観光協会

埼玉県 玉次郎・玉姫・ルートン 羽生市

埼玉県 健ちゃん 羽生市立羽生北小学校

埼玉県 幸手市マスコットキャラクター「さっちゃん」 幸手市

埼玉県 草加市観光大使パリポリくん 埼玉県草加市

埼玉県 ひなちゃん 鴻巣市観光協会

埼玉県 よしみん 吉見町

埼玉県 なまりん 埼玉県吉川市

千葉県 ぼっちくん 千葉県八掛市

千葉県 Pマン・ぴーにゃっつ 一般社団法人鴨川市観光協会

千葉県 カブ左衛門 柏観光協会

千葉県 ナラシド♪ 習志野市

千葉県 ピーちゃん ナッちゃん 八街市

千葉県 ホヌッピー ユーフォリア株式会社

千葉県 松戸さん 松戸市観光協会

千葉県 りこ 銚子市

東京都 よーくちゃん 日清ヨーク株式会社

東京都 あかぼうくん 赤帽首都圏軽自動車運送協同組合

東京都 キャピクル 東京都中古自動車販売商工組合

東京都 ピーくん ピーアークホールディングス株式会社

東京都 すわん君 一般社団法人日本循環器学会

東京都 てにまる　テニスキ 有限会社　東京グリーンヒルズ

東京都 りそにゃ 株式会社りそなホールディングス

東京都 モーリーズ　モリスケ 株式会社 CEA

東京都 資産防衛隊パトナレンジャーレッド 株式会社パートナーズ

東京都 はねぴょん 大田区
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友好・交流宣言　承諾団体一覧
都道府県 キャラ名 管理団体名

東京都 おけわんこ NPO法人桶狭間古戦場保存会

東京都 きんぼり〜 渋谷公園通商店街振興組合

東京都 くもっくる 渋谷Flowerプロジェクト

東京都 たかたのゆめちゃん NPO法人　陸前高田市支援連絡協議会　Aid TAKATA

東京都 タボくん 株式会社ディーゼルコーポレーション

東京都 ちぃたん☆ 株式会社クリーブラッツ

東京都 ちっちゃいおっさんファミリー 株式会社アップライト

東京都 ちょこくま・ちょこ太郎 有限会社CHOKO.group

東京都 てるる　てるる子 立川観光協会

東京都 はむりん 羽村市

東京都 向嶋言問姐さん 墨田区観光協会

東京都 ムラッパー 武蔵村山市商工会

東京都 ロップ 株式会社SpaceT

東京都 わたる 本州四国連絡高速道路株式会社

東京都 原宿みっころ 一般財団渋谷観光協会

東京都 新宿あわわ 新宿区保健所

東京都 大根ちゃま 大田観光協会

東京都 大崎一番太郎 大崎駅西口商店会

東京都 北方領土エリカちゃん 独立行政法人北方領土問題対策協会

東京都 ちょうせい豆乳くん・むちょうせい豆乳くん ちょうせい豆乳くん

東京都 シャロウムちゃん イスラエル大使館

東京都 ラガマルくん 東京都調布市

東京都 永どん 多摩市

東京都 トマ太朗、ほか 株式会社ヤツルギ魂

東京都 くるりん・ウドラ 立川観光協会

東京都 すがもん 巣鴨地蔵通り商店街振興組合

東京都 浅草　新にゃか 浅草新仲見世商店街振興組合

東京都 じぇぴりー J.P.RETURNS株式会社

神奈川県 あじさいちゃん 神奈川県開成町

神奈川県 あゆコロちゃん 厚木市

神奈川県 えぼし麻呂 （一社）茅ヶ崎市観光協会

神奈川県 ざまりん 座間市

神奈川県 すいっぴー 大井町

新潟県 ごずっちょ 阿賀野市

新潟県 なかのん 長岡市中之島地域ふるさと創生基金事業実行委員会

新潟県 やらにゃんリップルちゃん 胎内市観光協会

新潟県 レルヒさん 株式会社地域ブランドキャラクターラボ

富山県 メルギューくん 富山県小矢部市

富山県 メルモモちゃん 小矢部市
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友好・交流宣言　承諾団体一覧
都道府県 キャラ名 管理団体名

山梨県 ニーラ 韮崎市観光協会

山梨県 オエムシくん 南アルプス市商工会

山梨県 つっちー 株式会社　土埃

山梨県 ふじぴょん 富士河口湖町

山梨県 もーん父さん 身延町

山梨県 やはたいぬ 山梨県甲斐市

山梨県 市川三郷レンジャー（にんにん・どんどん・ぽんぽん） 市川三郷町役場

長野県 アルクマ 長野県

長野県 おおまぴょん 大町市

長野県 真田幸丸 うえだ原町一番街商店会

長野県 木曽っ子 開田高原地域協議会

長野県 真田パパ丸 一般社団法人 信州上田観光協会

長野県 いっせー 一般社団法人木祖村観光協会

岐阜県 にゃかつがわ君 やさか観光協会

岐阜県 ミナモ 日本イベント企画株式会社

岐阜県 神戸町PR大使ばら菜 岐阜県神戸町

静岡県 ぺるりん 下田商工会議所青年部

静岡県 うなぎいもの「うなも」「うなこ」 浜松市

静岡県 きくのん、茶ラリーマン 静岡県菊川市

静岡県 しずな〜び 静岡セキスイハイム不動産

静岡県 すそのん 静岡県裾野市

愛知県 くるまくん 有限会社　川口商店

愛知県 みちまるくん 中日本エクシス株式会社

愛知県 いなッピー 稲沢市観光協会

愛知県 クジャック 名古屋駅地区振興会　名鉄レジャック

愛知県 ちりゅっぴ 愛知県知立市

愛知県 フランソワーズびわ Loquatびわ〜ｎ南知多委員会

三重県 ゴーちゃん 一般社団法人津市観光協会

三重県 こにゅうどうくん 四日市市

三重県 ひやわん 名張地区まちづくり推進協議会

滋賀県 やちにゃん 四番町スクエア商店街

滋賀県 にんじゃえもん 甲賀市商工会／甲賀市観光協会

滋賀県 ビバッチェくん♪ ビバシティ専門店街（彦根商業開発協同組合）

京都府 和み柴っこ 京の三条まちづくり協議会

京都府 ミツバチみっちゃん 株式会社GSクラフト

京都府 キララちゃん キララ商店街

京都府 ゴーヤ先生 福知山環境会議

京都府 じょうりんちゃん 京都府城陽市

京都府 チャチャ王国のおうじちゃま 宇治商工会議所
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友好・交流宣言　承諾団体一覧
都道府県 キャラ名 管理団体名

大阪府 えがおん ベラジオコーポレーション株式会社

大阪府 うわばきクック 読売テレビ

大阪府 シノビー＆ニン丸 読売テレビ

大阪府 みっけちゃん 樟葉宮表参道商店会

大阪府 弾神オドロッカー 読売テレビ

奈良県 せんとくん 奈良県

奈良県 ぴよっきー 奈良ミュージックデザイン

岡山県 あかいわモモちゃん 赤磐市長

広島県 呉氏 広島県呉市

徳島県 とっくりん　とくじろう とっくりん応援隊

徳島県 ゆずがっぱ 株式会社chico

香川県 うどんの妖精♪さぬどん 穴吹

愛媛県 いまばり　バリィさん 第一印刷　株式会社

愛媛県 みきゃん・ダークみきゃん 愛媛県

高知県 しんじょう君 須崎市役所

高知県 安田朗 安田町

佐賀県 唐ワンくん NPO法人唐津市子育て支援情報センター

長崎県 島原守護神　しまばらん 島原市

熊本県 きくちくん きくちくんナンチャラン

熊本県 うとん行長しゃん サンコーコミュニケーションズ

熊本県 ころう君 株式会社ＲＫＫメディアプランニング
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