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～47 都道府県すべてのオリジナルマスコットキャラクターが誕生～

新生『ナムキャラ応援団』が 11 月 19 日より始動！
『ナムキャラ応援団』オリジナルテーマソングと応援歌も発表！！

株式会社ナムコ（本社：東京都大田区）は、“ナムコのお店とお客様、周辺地域の人々を笑顔にする”こ
とを活動理念として、2010 年 3 月、地域性にあふれ個性豊かなオリジナルキャラクター『ナムキャラ応援団』
を結成しました。
今回新たに、岩手県「うしわらさん」、鳥取県「なしださん」、奈良県「イムくん」、島根県「たいしゃん」の 4
県のキャラクターが仲間に加わり、47
47 都道府県すべてに
都道府県すべてにご
すべてにご当地オリジナルキャラクター
当地オリジナルキャラクターが
オリジナルキャラクターが誕生しました。
誕生
ま た 、 一 般 公 募 で 選 ば れ た 応 援 団 長 「 む し ゃ は る 」 を 加 え た 総 勢 48 体 の キ ャ ラ ク タ ー で 、
新生『ナムキャラ応援団』として活動していきます。
『ナムキャラ応援団』の象徴となる応援団長は、
2010 年 3 月から 5 月まで一般公募しました。全国か
ら 117 作品が集まり、選考の結果、滋賀在住の上田
真平（うえだ しんぺい）さんの作品“むしゃはる”に
決定しました。上田さんには、キャラクターの生みの
親である事を証明する「認定書」と、“団長むしゃは
る”の特製フィギュアを贈呈いたしました。
採用の理由として「ナムキャラの活動理念を、まさ
に団長として外見のイメージからも表現している。」
事が挙げられます。また、上田さんはキャラクター制
作にあたり、「日本をイメージして、桜とトノ様をモチ
ーフにして作りました」とのことでした。

写真上：「団長むしゃはる」の向かって右側が発案者
の上田真平さん

オリジナルテーマソングと
オリジナルテーマソングと応援歌も
応援歌も発表！
発表！
今回、新キャラクターの誕生を記念して『ナムキャラ応援団』のオリジナルテーマソング「ナムキャラなん
じゃらほい？」と、応援歌「ナムキャラ応援歌」の２曲を制作。全国のナムコの直営アミューズメント施設や
ナムキャラ応援団ホームページ等で公開いたします。
※「ナムキャラなんじゃらほい？」と「ナムキャラ応援歌」は下記ＵＲＬにてお聞きいただけます。
http://www.namco.co.jp/character/song/

『ナムキャラ応援団』は、今後も郷土色あふれる団員全員で地域の皆さんを元気にするために、ナムコ
の直営アミューズメント施設に限らず、全国各地のイベントに積極的に参加し、活動の範囲を拡大してい
きます。今後の活躍に、どうぞご期待ください！

資料 1

【新キャラクター プロフィール】
プロフィール】

＜奈良県＞
奈良県＞ イムくん
イムくん
名前
年齢
趣味
職業
特技
性格
好きな言葉
きな言葉

イムくん
10 歳
仏像めぐり
公園清掃員
どこでも寝れる
マイペース
仏像すばらしー
好きな食
きな食べ物 しかせんべい
ﾁｬｰﾑﾎﾟﾟｲﾝﾄ りっぱな角
ﾁｬｰﾑﾎ
なら公園の鹿として暮らしていたが、仏像の素晴らしさに気付き、
様々な仏像を見ているうちに、仏像めぐりにはまってしまった。
キャラクター 仏像が好きすぎて、自分も仏像になりたいと思い、悟りを開くこと
に現在、奮闘中。でも食欲には負けるのでしかせんべいを離さな
設定
い。
悟りを開く＝いいことをするというイメージだけで、日ごろは公園で
清掃員のボランティアをしている。

＜岩手県＞
岩手県＞ うしわらさん
名前
年齢
趣味
職業
特技
性格
好きな言葉
きな言葉

うしわらさん
12 歳
そば打ち、滝沢村のチャグチャグ馬コに参加しようとすること
神主（見習い）
わんこそば早食い
のんびり屋で仕事熱心
めんこい（“かわいい”という意味）
好きな食
きな食べ物 わんこそば
ﾁｬｰﾑﾎﾟﾟｲﾝﾄ 牛なのに、意外と機敏。
ﾁｬｰﾑﾎ
神主をしている父親に「世界遺産になろうと頑張っている金色堂が
あるようだ。勉強してきなさい」と言われ、岩手にやってきた。
到着初日に食べたわんこそばにはまってしまい、趣味がそば打ち
になるほど、毎日食べている。また、滝沢村のお祭り「チャグチャ
キャラクター
グ馬コ」を見てから、参加したい！と思い、係りの人に言ったところ
設定
「うしわらさんは牛なので･･･」と断られ、ショックを受けた経験あり。
うしわらさんの肩に乗っているお椀の中には、岩手県のわんこ師
匠が住んでおり、うしわらさんがピンチの際には助けてくれる心強
い存在。

＜島根県＞
島根県＞ たいしゃん
名前
年齢
趣味
職業
特技
性格
好きな言葉
きな言葉

たいしゃん
266 歳
あみだくじ
縁結び
恋のかけひき
きまぐれ
恋はきまぐれ
好きな食
きな食べ物 出雲そば
ﾁｬｰﾑﾎﾟ
ﾁｬｰﾑﾎﾟｲﾝﾄ 頭の上の大きなハート
キャラクター
設定

元々は出雲大社の絵馬だった「たいしゃん」が、多くのカップルの
縁を結んだ実績を評価され、自由に歩けるように神様（大国主大
神）にしてもらえた。自由に歩けるようになってからは、自分も恋が
したいと思い、様々な絵馬に告白するがなぜか連敗中。しかし、
「恋のかけひき」が得意だと言ってはばからない。

資料 2

＜鳥取県＞
鳥取県＞ なしださん
名前
年齢
趣味
職業
特技
性格

なしださん
30 歳
砂丘ドライブ
砂丘タクシー
誰とでも仲良くなれるとトーク
陽気であかるい・ノリノリな性格・女性が好き
「HAPPY！鳥取のことは俺に聞きな！」
好きな言葉
きな言葉 「YOU、俺の背中に乗ってドライブしない？」
好きな食
きな食べ物 二十世紀なし
ﾁｬｰﾑﾎﾟﾟｲﾝﾄ つぶらな瞳
ﾁｬｰﾑﾎ
砂丘タクシーの運転手（背中に乗せているだけだが）として生計を
立てている「なしださん」。おしゃべりなどは大好きだが、仕事に対
キャラクター してのやる気はなく、たまに 2,3 歩歩いただけで「YOU、終わりだ
よ」と言って、お客さんを驚かせることも。しかし、女性が乗る時と
設定
「鳥取っていいところですよね」と言うお客さんの時だけはテンショ
ンがあがり、鳥取の良さを熱く語りながら猛スピードで砂丘の案内
をしてくれる。そんな「なしださん」だが、根は優しくていいやつ。

【ナムキャラ応援
ナムキャラ応援団長
応援団長“
団長“むしゃはる”
むしゃはる” プロフィール】
プロフィール】
名前
年齢

むしゃはる（通称：団長）
404 才（池上本門寺本堂建立の年から）
花見・お祭りに行くこと・
趣味
日本地図に行った事のある地域を赤ペンで塗っていくこと
職業
ナムキャラ応援団団長
特技
とりあえず思いつきで大きな事を言う（ほぼ叶わない）
熱血漢で思ったことに一直線に突き進むため、団員たちからしば
性格
しば煙たがられることも。一方で、春のようなほんわかした気候が
好きな「のんびり屋さん」な一面もある。
好きな言葉
きな言葉 天晴れ！ オッス！
好きな食
きな食べ物 全国各地の名産・名物
ﾁｬｰﾑﾎﾟ
ﾁｬｰﾑﾎﾟｲﾝﾄ 日の丸の描かれた扇子・1 年中咲き誇る頭の上の桜
ナムコ本社のある東京都大田区矢口の程近くにあるお寺（池上本
門寺）の桜として 404 年間、日本を見つめてきたのだが、最近の日
本に元気の無さを感じ、 「これはなんとしてでも私が盛り上げなく
ては！」という使命感の元、自分を植えてくれた人（加藤清正公）を
思い出しながら生まれ変わったところ、こんな姿になった。
キャラクター
設定

※むしゃはるの中では、（加藤清正のように）もっと凛々しく、かっこ
よい見た目になって、日本全国をビシッと仕切る団長になる予定だ
ったが、「のんびり屋」な性格が災いし、予想以上にほんわか感が
出てしまった。でも、本人はあまり気にしていない。
生まれ変わってからは、日本全国を巡り、その土地土地にいた
「個性的」で「元気いっぱい」な者たちをスカウトし、面白いことが大
好きな企業「株式会社ナムコ」の協力の元、「ナムキャラ応援団」を
設立するに至った。

資料 3

【

とは】
とは】

「遊びを通じて、お客様を幸せにします」というナムコの使命のもと、全国展開するナムコのお店、そして
遊びに来ていただくお客様、更に地域の皆様を元気にするために結成されたナムキャラ応援団です。
各地域のイベントや祭事にもオリジナルキャラクターが積極的に参加することで、“郷土愛”や“絆”を強
め、ますます活気あふれる街づくりの支援を展開しています。
最近では、高知県の高知よさこい祭りや新潟県の新潟祭りなどに参加するなど、活動の場を広げてい
ます。また、今後は各地域の官公庁、企業、学生と連携し、社会貢献活動にも力を注いでいく予定です。
URL：http://www.namco.co.jp/character/

～ナムキャラ応援団
ナムキャラ応援団 三か条～
一、地域の皆様との交流を大切にすべし！
一、チビッコには、愛と友情をもってせっすべし！
一、ご当地とお店の元気化のために全力をつくすべし！

【『ナムキャラ
【『ナムキャラ応援団
ナムキャラ応援団』
応援団』 今後の
今後の活動予定】
活動予定】
スケジュール
11 月 19 日

内容
テーマソング、応援歌、公開。

12 月下旬

ナムキャラ応援団アミューズメント用景品発売予定。

2011 年 1 月下旬

ナムキャラ応援歌 ダンス映像公開予定。

2011 年 1 月下旬

ナムキャラ応援団 店頭キャラクターアニメーション公開予定

2011 年 2 月 24 日発売予定

Xbox 用ゲームソフト「アイドルマスター２」に登場決定。

他、様々なプロモーション活動を実施する予定です。
※ 権利表記に関して
掲載の場合には、お手数ですが以下の表記をお願いします。
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