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平素は(一社)日本ご当地キャラクター協会の活動にご協力いただきありがとうご
ざいます。
平成２９年度の当協会が行った事業について、ご登録いただいているキャラク
ターの皆様にご報告させていただくことで、当協会の活動についてご理解を賜り、
今後ともご当地キャラの発展の為にご協力いただきたく、お願い申し上げます。
また、昨年秋にお送りさせていただいた平成３０年（２０１８年）のご当地キャライ
ベント等のご案内の更新版も記載させていただいておりますので、出展のご参考
にしていただければ幸いです。
なお、イベント情報については３月時点で協会が把握している情報での予定で
すので変更や実施をされない場合もありますので予めご了承いただき、当協会の
「ご当地キャラ情報局」などで最新の情報をご確認ください。
(一社)日本ご当地キャラクター協会
代表理事 荒川 深冊
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活動実績
平成２９年４月
３０日

イベント名
ショッピングプラザ アピア ゆかいなパ
レード
活動内容
イベント運営(キャラブッキング・当日の運
営)

この商業施設でのキャライベントは初めて
の実施でした。GW中で天候がよかったこと
もあり、来場者は多くはなかったですが地元
のキャラが参加できる場の創出となり、他地
域のキャラさんにもご参加いただけたので
交流の場にもなりました。

主催者 ショッピングプラザ アピア
来場者数 約 300名

平成２９年５月
２７日
２８日

イベント名
ご当地キャラクターフェスティバルinすみ
だ2017
活動内容
運営協力(イベント運営のアドバイス・MC
手配・ステージディレクション・当日の運営
サポート)
主催者
ご当地キャラクターフェスティバルinすみ
だ2017 実行委員会

一昨年までのスカイツリー、おしなり商店街、
親水公園の３会場に加え、昨年よりスカイア
リーナに「ご当地グルメブース」を設置しました。
キャラクターファンのみでなく、観光目的の方
や多くの外国人の方にも触れあえるイベント
です。
ただ、スカイアリーナでは控室の場所問題あ
り、キャラクターによっては長距離の移動に
なってしまいました。
都内でのイベントは会場の広さや動線に制限
があり、主催者様も参加キャラクターの選考に
毎年苦慮しておられます。

来場者数
13万人
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平成２９年６月
３日
４日

イベント名
ご当地キャラこども夢フェスタinしらかわ
活動内容
運営協力(実行委員会事務局担当・当日の
運営協力・公式ホームページ制作)
主催者
ご当地キャラこども夢フェスタinしらかわ
実行委員会
来場者数
13万人

１０日
１１日

イベント名
ＴＣＡ学園祭
活動内容
キャラクター出演サポート(キャラクターブッ
キング・当日の稼働サポート)

東日本大震災以降、子ども達の笑顔を通じ
て福島の元気を全国に発信することを目的
に開催された、
東北最大のご当地キャライベント。
特に、参加したご当地キャラの大パレードは
圧巻です！
今回で、5回目を迎えており、全国から多く
の方々が会場である白河に訪れております。
次年度は開催日を9月29日・30日に変更し、
会場も白河駅前から白河市総合運動公園
に変更し、新たなイベントとして開催する予
定です。

デザインを学ぶ学生に向けて、ご当地キャ
ラに出演していただき、未来のキャラクター
デザイナーにご当地キャラの魅力を伝えま
した。キグるミやデザインについて、敬意と
興味を持って接してくれる学生が大変多
かったです。

主催者
ＴＣＡ 様
来場者数
約1000人
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平成２９年７月
７
日
～
９
日

イベント名
ご当地キャラふれんどフェスティバルin苫小
牧
活動内容
運営協力(実行委員会事務局担当・フェリー
ツアーの企画運営協力・公式ホームページ
制作・当日の運営協力)
主催者
ご当地キャラふれんどフェスティバルin苫小
牧 実行委員会
来場者数 8万人

例年25℃を超える事は稀な苫小牧の地で、
両日30℃を超える猛暑。
北海道では125年ぶりの猛暑を記録する年
での第一回開催となりました。
スポーツ都市として屋内会場での運動会に
挑戦し、他の地域イベントとの差別化をはか
れたと共に、地元の子供たちとの交流も多く
果たす事ができました。
クーラーのない地域としても、控室環境につ
いては最大限努力されていたと認識してお
ります。
パレードの準備体制についても同様に最大
限考慮してはおりましたが、予備通路含め
距離が長く、キャラクターのみなさまに多く
の負担を強いてしまったのも事実です。
次回開催が叶う場合はこの点について再考
し、参加キャラのみなさまにより安心してご
参加いただけるよう尽力したいと思います。

平成２９年８月
１０
日

イベント名
キャラダイスジャパン2017

～
１５
日

活動内容
アドバイザー
主催者
キャラダイスジャパン実行委員会

イベント名や主催者様が変更となり、仕切り
直しされた後に急遽、アドバイザーとしての
ご依頼を受けて協力させていただきました。
実施日が迫っているタイミングだったため、
「開催時期を見直してはどうか」とご意見申
し上げましたが、主催者様の御意向もあり
予定通りに実施となりました。
来場者数が想定よりも少なかったですが、
夏に室内でイベントができる場所としては最
適な場所でした。次回開催される際には入
念な準備をしていただき、ますます良いイベ
ントにしていただけるよう主催者様に働きか
けていきたいです。
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平成29年8月
24日
～
29日

イベント名
２０１７年第３回Touch the Japan in
台湾
活動内容
ご当地キャラエリアへの出展と運営
主催
一般社団法人国際観光文化推進機
構（ITCO）
Touch The Japan実行委員会
来場者数
２５６，５７３ 人

18キャラさんと2社の協賛社様にご協力いただき、
海外出展を実施しました。
初めての海外出展でわからないことも大変多く、
実行委員会様に随時確認とご相談をしながら進
めていましたが、先方からお聞きしていた内容と
実際の運営に大きな違いがあるなど、思いがけ
ない事態が多々発生し、結果的に参加キャラさ
んや協賛社様にも多大なご迷惑をおかけしてし
まいました。
そんな中、参加していただいた方々のご協力に
より、ステージコンテンツ部門で「ベストパフォー
マンス賞」を受賞するという大きな実績を残すこ
とができました。
今後の出展の際には今回の経験を活かして、よ
り良い内容にしていきたいです。

平成29年9月
９日
～
１０日

イベント名
ご当地キャラまつりｉｎ須崎
活動内容
ステージディレクション・当日の運営
サポート
主催
ご当地キャラまつりｉｎ須崎 実行委
員会

９月とは言え高知県は気温が高く、キャラの稼
働には大変な時期での開催ですが、控室エリア
には氷づけの飲み物やセルフサービスのかき
氷などもあり暑さ対策がされていました。
会場の規模感は大きくないものの地元飲食ブー
スも出てアットホームなイベントです。
高知市から車で1時間以上離れた地方都市に多
くのご来場者がお越しになり、まさに地域活性化
のイベントと言えます。

来場者数
95000人
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平成２９年９月
１６
日

イベント名
イナズマロックフェス2017

※
１７
日は
荒天
のた
め中
止

活動内容
フリーエリアでのキャラクター稼働サ
ポート
主催
イナズマロックフェス2017実行委員会

フリーエリアでのグリーティングとステージを
実施するキャラクターについて運営のお手伝
いをさせていただきました。
雨が降る中ではありましたが、主催者様側で
控室等の環境も整えていただいていたり、ス
テージの進行担当の方も毎年同じ方が担当
してくださっていることもあり毎年スムーズに
進行していただいているイベントです。

来場者数
8万人(15日開催の2016リターンズ含
む)
２４
日

イベント名
志波城まつり
活動内容
キャラステージＭＣ

ご当地キャラステージのＭＣをさせていただき
ました。
毎年、東北地域だけではなく、遠方からもキャ
ラさんが集うイベントで定着してきています。

主催
志波城まつり実行委員会，志波城跡愛
護協会
３０
日
～
１日

イベント名
熊本キャラフェス2nd
活動内容
事務局担当・キャラクターステージの
ディレクション・公式ホームページ制
作・当日の運営サポート
主催
熊本市

「熊本地震」復興のイベントとして2回目の開
催となりました。
前回は台風の影響で1日のみの開催となりま
したが、今年はお天気にも恵まれ、無事2日
間開催することができました。
遠方からもたくさんのキャラさんに参加してい
ただきました。
製作物の遅れから告知する時間が不十分
だったので、
次回開催時には改善していただけるよう、運
営元様に働きかけてまいります。

来場者数
15500人
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平成２９年１０月
２１
日
※２
２日
は荒
天の
ため
中止。

イベント名
ご当地キャラ博ｉｎ彦根2017
活動内容
企画運営・実行委員会事務局担当・
当日の運営・公式ホームページ制作・
ブーススタッフ派遣
主催
ご当地キャラ博in彦根 実行委員会
来場者数
25000人

10回目となるご当地キャラ博の企画運営をさせ
ていただきました。控室テントの雨対策が予算
の関係でできず、今年は雨が降ったので皆様に
ご迷惑をかけてしまいました。
雨天時の対策は長年の課題ですので、次年度
開催時にも議題にあげていきたいと思います。
10回目の開催という節目の年でもあったため、
参加キャラさんは初参加のキャラさんを除く(熊
本県内のキャラさんを除く)方々に参加をしてい
ただきました。選挙の投票日と重なったことも
あって多くの参加辞退キャラが発生することに
なってしまったり、二日目は荒天で中止にせざ
る得ないなど大変な年になってしまいましたが
ご協力いただきまして感謝申し上げます。
商店街の道路を使用した大型イベントは彦根だ
けのスタイルとなりました。場所を移すことは商
店街の活性化という当初の目的から外れてしま
うこともあり、スペースの都合から毎年何かしら
の制限を設けて参加キャラ数を制限させていた
だかざるを得なくなっていますが、次年度も引き
続きご理解いただけるよう努めてまいります。

平成２９年１１月
１１
日
～
１２
日

イベント名
未来は元気フェスティバル
活動内容
協力名義
当日の運営サポート

駅前のロータリーを会場として活用し、地元の高
校生の方々がボランティアとして当日の運営に
積極的に関わっているイベントです。
ボランティアの学生さん方の対応やマナーが大
変素晴らしいです。
隣接しているホール内を控室として使用できる
こともあり、環境が整っています。

主催
大和高田市、やまとたかだ元気ウィー
ク実行委員会
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平成２９年１１月
２５
日
～
２６
日

イベント名
世界キャラクターさみっとｉｎ羽生
活動内容
当日の運営サポート(ステージディレク
ション・ステージ運営のお手伝い)・ 公
式ホームページ制作・ブーススタッフ派
遣

一昨年までの芝生広場から、池の回りを使っ
てのブース配置に変わりました
初めて使用する場所の為、場所によっては
ブースにお客様が流れていなかったです。
会場やステージ内容などは、２月から開催し
ている実行委員会にて次年度の開催に向け
て準備を進めています。

主催者
世界キャラクターさみっとin羽生実行委
員会
来場者数
31万人

平成２９年１２月
１０
日

イベント名
第５回 アキバ★エンタメマラソン
2017 ・ キャラすぽ祭
活動内容
キャラクターのとりまとめ・当日の運営
サポート

難病支援の普及啓発を目的に開催している
アキバ★エンタメマラソン。
今回、初めてご当地キャラクターが多くの
方々に難病支援の大切さを知ってもらおうと
全国から55キャラが日比谷公園に大集合！
日比谷公園健康広場での開催だったが、多く
のお客様が来場してくれました。

主催者
特定非営利活動法人Join LIFE機構
アキバ★エンタメマラソン・キャラすぽ
祭2017実行委員会
来場者数
3000人
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平成３０年２月
２日
～
５日

イベント名
台湾動漫節

台湾で開催された動漫節でキャラクターのアテ
ンドを行いました。

活動内容
当日のキャラクターアテンド
主催者
中華動漫出版同業協進會

１２
日

イベント名
ご当地キャラクターフェスティバル
inAICHI「INUYAMA」
活動内容
アドバイザー・当日の運営サポー
ト・協力名義
主催者
ご当地キャラクターフェスティバル
inAICHI「INUYAMA」実行委員会

参加キャラへの声がけ・マニュアル作成のアドバ
イス・テントの貸出・当日の運営のサポートを行
いました。
初めての開催ということや前日に雪が降ったこと
もあり、当日はかなり混乱も見られましたが、そ
の都度 実行委員会様にも対応をしていただき
ました。
次回開催されることになりましたら、今回感じた
課題を実行委員会様にもご検討いただきながら、
より良いイベントになるよう働きかけてまいりま
す。

来場者数
約1200人
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平成３０年３月
３日
～
４日

イベント名
今治ＡＢＣ祭2018
活動内容
当日の運営サポート・四国キャラ
ステージMC
主催者
今治ABC祭実行委員会
バリィさんのお友達大集合inいま
ばり2018実行委員会

１０
日
～
１１
日

イベント名
くまモン誕生祭
活動内容
参加キャラの募集と取りまとめ
当日の運営サポート

今治ＡＢＣ祭の運営サポートと四国キャラのステージ
ＭＣをさせていただきました。
今年で最後かもしれない、本イベントは２日間晴天に
も恵まれました。Ｂ級グルメとの合同イベントというこ
とで、会場は食とキャラの町おこし団体の相乗効果で
大変にぎわいを見せていました。
このイベントは地元の来場者も多く、可能であれば引
き続き続けていっていただきたいと思うイベントですし、
他の地域でも参考になるイベントでした。

今年から関わらせていただいた誕生祭ですが、多々
不手際があったものの昨年までとはガラッと変わった
誕生祭になりました。お祝いに駆けつけてくれたキャ
ラの皆さんにも魅力を感じていただけていたら良いな
と思います。

主催
熊本県
１７
日
～
１８
日

イベント名
ご当地キャラフェス スノーパラダ
イスin苗場
活動内容
当日の運営アドバイス

当日の運営アドバイスをさせていただきました。
前日までの段取りがバタバタしておられたようで、もう
少し早い段階から色々と聞いていただいていたらと思
いました。
こちら側からのアプローチ不足もあったと反省しており
ます。

主催者
ご当地キャラフェス スノーパラダ
イスin苗場実行委員会
活動内容
参加キャラの募集案内・当日の
運営アドバイス
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その他、協力事業一覧
〇４月
1日・2日
8日・22日
22日・23日
30日

京都府福知山市 第30回 福知山お城まつり 全国ご当地キャラクター大集合 協力名義・MC派遣
ジャンボびっくり見本市キャラクター 出演サポート
ビバシティ彦根21周年大感謝祭 運営スタッフ派遣
ご当地キャラクター大集合in大田原 協力名義・当日の運営サポート

〇５月
5日

ゆるたべライブinおたる2017 後援名義

〇６月
17日

コアックマ＆アックマ＆おたる運がっぱお誕生日会 運営サポート

〇７月
2日
22日
22日・23日

三重県伊賀市 いが☆グリオ生誕10年記念事業 いが☆グリオ七変化～ご当地キャラフェスタin伊賀～
当日の運営サポート
滋賀県東近江市 聖徳まつり キャラ運営スタッフ派遣
ヨジロック MC 運営スタッフ派遣

〇８月
12日
25日・26日
26日

三重県津市 さくら大サーカス2 運営スタッフ派遣
キャラクター 東北訪問活動(宮城県南三陸町・宮城県石巻市) 参加キャラ募集・運営
岩手県農業機会実演展示会2017 キャラクター運営・MC

〇９月
3日
23日・24日

全国ご当地キャラクタースポーツ大会in大田原 MC派遣・ステージディレクション
千葉県幕張市 東京ゲームショウ
バンダイナムコエンターテインメント出展ブースにてキャラ出演スタッフ派遣

〇１１月
4日
4日
11日
11日

明石釣りごはん選手権 運営サポート
わんぱく広場 （久慈会場） キャラクター運営
きくちくん誕生祭 当日の運営サポート
わんぱく広場 （大船渡会場） キャラクター運営

〇１月
7日
25日

新春♫ご当地キャラクター歌合戦 ステージディレクション
ビバシティ彦根 ゆかいなパレード 運営スタッフ派遣

〇３月
24日
31日

いす1グランプリ 京田辺 MC派遣
ご当地キャラ大集合in京田辺 MC派遣

〇通年
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ステージＭＣ（みっちー、まなみん）派遣
キャラクターアクター・アテンド派遣
キャラクターグッズ製作協力
キグるミの誕生協力
イベントＷＥＢページの製作
キグるミ輸送サポート
物販スタッフ派遣
簡易テント・簡易音響セット貸出
イベント音響スタッフ派遣
イベント運営スタッフ派遣

12

企業等タイアップ事業一覧
【スポーツ庁ＦＡＮ＋ＷＡＬＫ】
アプリ製作、キックオフなど。

http://funpluswalk.go.jp/

【フードアクションニッポン】
イメージキャラクター稼働。

http://syokuryo.jp/index.html

【津波防災ひろめ隊】
津波防災啓発ポスター用ひろめ隊キャラの
取りまとめ

http://tsunamibousai.jp/

【セブンティーンアイス】
踊れる自販機のWEB動画用キャラのタイ
アップ派遣
【ジョイサウンド】
ご当地キャラソングのカラオケ配信
【ご当地キャラ鉄道】
任天堂Switch版 移植ソフトのライセンス関
係の許諾確認

https://gotouchitetsudou.bn‐ent.net/

【ワイモバイル】
地方ショップクルー参加動画へのキャラをタ
イアップ派遣

【ジャスティスリーグ】
映画ジャスティスリーグの記者発表にキャ
ラを派遣
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30年度イベント予定
開催予定月日
5月
26日・27日

イベント名

内容

ご当地キャラクターフェスティバ 〇ステージPR
ル in すみだ
〇物産・グッズ販売展示

集客見込(人)
120,000

7月5日～8日
Japan Expo フランス
（7月3日～10日）

〇ステージPR
〇物産販売（統一レジを使用予定）

235,000

7月
14日～16日

明治神宮 外苑イベント
(イベント名未定)

〇ステージPR(予定)
〇物産・グッズ販売展示(予定)

30,000(予定)

8月
24日～27日

タッチザジャパン

〇ブース展示（物販をする場合は
個別に輸入手続き等が必要）

250,000

9月中旬

ご当地キャラまつりin須崎

〇ステージPR
〇物産・グッズ販売展示

90,000

9月
29日・30日

白河キャラ市（仮称）

〇ステージPR
〇物産・グッズ販売展示
〇パレード

150,000

（旧 ご当地ｷｬﾗこども夢フェスタ in しらかわ）

10月
20日・21日

ご当地キャラ博ｉｎ彦根

〇ステージPR
〇物産・グッズ販売展示

80,000

11月
24日・25日

世界キャラクターさみっとｉｎ羽生

〇ステージPR
〇物産・グッズ販売展示

210,000

未定

〇ステージPR
ご当地キャラふれんどフェスティ
〇物産・グッズ販売展示
バル in とまこまい
〇パレード

80,000

〇ステージPR
〇物産・グッズ販売展示

15,000

11月初旬を予定 熊本ご当地キャラフェス

※上記はあくまでも予定であり、実施されない場合もございます。
※その他、今年度も多数イベントが予定されていますが、決まり次第メル
マガや「ご当地キャラ情報局」等でご案内させていただきます。
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協会からのお願い。
•

•

キャラのご担当者様が部署異動でキャラの担当から離れられる
場合、ご一報いただくと共に後任の方に引継ぎをお願いいたし
ます。
３０年度実施予定のイベントがある場合、ご連絡いただければ
協会メルマガ等でご紹介させていただきますので、ご連絡くださ
い。

お問合せ先
（一社）日本ご当地キャラクター協会
彦根本部

〒522‐0053 滋賀県彦根市大薮町2038 ROOM02
TEL ： 0749‐22‐1130 FAX ： 0749‐22‐1139
E‐mail:info@kigurumisummit.org

北海道支部 〒003‐0021 札幌市白石区栄通3丁目1‐19
TEL ： 011‐598‐9493 FAX ： 011‐598‐9499
E‐mail:hokkaido@gotouchi‐chara.jp
埼玉支部

〒348‐0058 埼玉県羽生市中央3‐7‐5
TEL ： 048‐562‐6115 FAX ： 048‐562‐6117
E‐mail:saitama@kigurumisummit.org

岩手支部

〒020‐0021 岩手県盛岡市中央通1丁目12‐5ロイヤルビル2F
TEL ： 019‐613‐3718 FAX ： 019‐613‐3719
E‐mail:iwate@kigurumisummit.org
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