
タイアップ予定の自治体「ゆるキャラ」一覧
No. 都道府県 市町村 ゆるキャラ名

1 岩見沢市 いわみちゃん

2 苫小牧市 とまチョップ

3 美唄市 マミィーちゃん

4 江差町 しげっち

5 京極町 ゆうくん

6 南幌町 キャベッチくん

7 北竜町 ひまわり咲ちゃん

8 東神楽町 かぐらっきー

9 上川町 かみっきー

10 剣淵町 ぷっちーな

11 清水町 うっちゃん

12 幕別町 パオくんとクマゲラくん

13 白糠町 コイタくん、メイカちゃん

14 宮城県 アニメむすび丸

15 秋田市 テッテ

16 鹿角市 たんぽ小町ちゃん

17 美郷町 美郷のミズモ

18 山形市 はながたベニちゃん

19 寒河江市 チェリン

20 東根市 タントくん

21 高畠町 たかっき、はたっき

22 遊佐町 米～ちゃん

23 福島県 郡山市 がくとくん

24 ハッスル黄門

25 水戸市 みとちゃん

26 とちまるくん

27 宇都宮市 ミヤリー

28 足利市 たかうじ君

29 栃木市 とち介

30 佐野市 さのまる

31 鹿沼市 ベリーちゃん

32 小山市 政光くんと寒川尼(さんがわに)ちゃん

33 真岡市 コットベリー

34 矢板市 ともなりくん

35 那須烏山市 ここなす姫

36 下野市 カンピくん

37 上三川町 かみたん

38 市貝町 サシバのサッちゃん

39 芳賀町 ハガマルくん

40 壬生町 みぶまる

41 野木町 のぎのん

42 塩谷町 ユリピー

43 那珂川町 ナカちゃん

44 ぐんまちゃん

45 沼田市 ぬまたんち

46 神流町 サウルスくん

47 下仁田町 にゃくっち

北海道

秋田県

山形県

茨城県

栃木県

群馬県



タイアップ予定の自治体「ゆるキャラ」一覧
No. 都道府県 市町村 ゆるキャラ名

48 南牧村 なんしぃちゃん

49 甘楽町 かんらちゃん

50 中之条町 なかのん

51 板倉町 いたくらん

52 コバトン

53 さいたま市 つなが竜ヌゥ

54 本庄市 はにぽん

55 羽生市 ムジナもん

56 戸田市 トコちゃん

57 久喜市 しょうぶパン鬼ー、来久ちゃん

58 富士見市 ふわっぴー

59 三郷市 かいちゃん＆つぶちゃん

60 日高市 くりっかー＆くりっぴー

61 川島町 かわみん＆かわべえ

62 松伏町 マップー

63 チーバくん

64 松戸市 まつドリ

65 茂原市 モバりん

66 佐倉市 カムロちゃん

67 東金市 とっちー

68 習志野市 ナラシド♪

69 勝浦市 勝浦カッピー

70 八千代市 やっち

71 我孫子市 手賀沼のうなきちさん

72 鎌ケ谷市 かまたん

73 袖ケ浦市 ガウラ

74 印西市 いんザイ君

75 白井市 なし坊

76 山武市 SUNムシくん

77 大網白里市 マリン

78 栄町 ドラム

79 東庄町 コジュリンくん

80 芝山町 しばっこくん

81 横芝光町 よこぴー

82 八王子市 八王子市子育て応援企業シンボルマーク

83 狛江市 えだまめ王子

84 稲城市 稲城なしのすけ

85 羽村市 はむりん

86 日の出町 ひのでちゃん

87 神奈川県 かながわキンタロウ

88 トッキッキ

89 新潟市 ほのわちゃん

90 長岡市 ナッちゃん

91 阿賀野市 ごずっちょ

92 高岡市 利長くん

93 砺波市 チューリ

94 小矢部市 メルギューくん

埼玉県

千葉県

東京都

新潟県

富山県

群馬県
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95 韮崎市 ニーラ

96 笛吹市 Fukki（フッキー）

97 市川三郷町 市川三郷レンジャー（にんにん、どんどん、ぽんぽん）

98 ミナモ

99 岐阜市 うーたん

100 大垣市 おがっきぃ

101 山県市 ナッチョルくん

102 瑞穂市 かきりん

103 輪之内町 かわばたくん

104 御嵩町 ミーモ

105 浜松市 出世大名家康くん

106 焼津市 やいちゃん

107 掛川市 茶のみやきんじろう

108 菊川市 きくのん

109 はぐみん

110 名古屋市 はち丸

111 瀬戸市 せとちゃん

112 半田市 だし丸くん

113 碧南市 しょうぶー

114 刈谷市 かつなりくん

115 安城市 サルビー

116 江南市 藤花ちゃん

117 小牧市 こまっきー

118 稲沢市 いなッピー

119 岩倉市 い～わくん

120 弥富市 きんちゃん

121 阿久比町 アグピー

122 東浦町 おだいちゃん

123 設楽町 とましーなちゃん

124 ふぁみえびす

125 津市 シロモチくん

126 四日市市 こにゅうどうくん

127 松阪市 ちゃちゃも

128 鳥羽市 じゅじゅちゃん

129 うぉーたん

130 栗東市 くりちゃん

131 まゆまろ

132 京都市 京都はぐくみ憲章

133 堺市 ザビエコくん

134 豊中市 マチカネくん

135 枚方市 ひこぼしくん

136 東大阪市 トライくん

137 太子町 たいし君、あすか姫

138 明石市 時のわらし

139 西宮市 みやたん

140 伊丹市 たみまる

141 赤穂市 陣たくん

京都府

山梨県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

兵庫県

大阪府
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142 高砂市 ぼっくりん

143 川西市 きんたくん

144 神河町 カーミン

145 せんとくん

146 御所市 ゴセンちゃん

147 香芝市 カッシー

148 斑鳩町 パゴちゃん

149 王寺町 雪丸

150 和歌山市 わかぱん

151 橋本市 はしぼう

152 紀の川市 かきぷる

153 由良町 ゆらの助

154 トリピー

155 三朝町 湯けむり怪獣ミササラドン

156 島根県 浜田市 びぃびくん

157 笠岡市 カブニ

158 鏡野町 みずりん

159 イクちゃん

160 福山市 ふくっぴー

161 ちょるる

162 萩市 萩にゃん

163 柳井市 すこやか　元気くん

164 香川県 丸亀市 とり奉行　骨付じゅうじゅう

165 はっぴーソンリサ

166 唐津市 唐ワンくん

167 多久市 多久翁さん(たくおうさん)

168 鹿島市 かし丸くん

169 神埼市 くねんワン

170 佐世保市 佐世保バーガーボーイ

171 松浦市 松浦松之介

172 西海市 さいかいタンギー君

173 くまモン

174 熊本市 ひごまる

175 人吉市 ヒットくん

176 荒尾市 マジャッキー

177 宇土市 宇土の行長さん

178 天草市 キャプテン海道くん

179 みやざき犬

180 都農町 つのぴょん

181 南城市 なんじぃ

182 読谷村 ヨミトン

183 中城村 護佐丸

184 南風原町 はえるん
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