
キャンペーンに使いたいキャラクターまとめ

編集部が選ぶ！
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もちにゃん(麻吉貓・majimeow)

©YongRui Int'l Co., Ltd.

白いお餅でできたネコ、もちにゃん。

やわらかい可愛さのあるキャラクターが現代人の心を癒します。

台湾で生まれたもちにゃんは、台北メトロ(MRT)のイメージキャラ

クター、スマホゲーム「にゃんこ大戦争」とのコラボなどで知ら
れ、すでに台湾では人気のキャラクターです。

今後は親子向けプロモーションの強化、子供に優しい医療を目指

す医療機関とのコラボ、海外とのコラボを計画しているとのこと。

＜過去事例＞

台北・猫空ロープウェイと三重・

御在所ロープウェイが友好協定を

結んだ際の式典に登場したもちにゃん。

台湾を代表するキャラクターとして、

観光地のPRにも活用されています。
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https://ja-jp.facebook.com/pg/majimeow/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/MAJIMEOW/


ミルエッグ(米滷蛋・MILUEGG)

台湾ではどこのコンビニにも置いてある滷蛋という煮卵がモデル

となったキャラクター「ミルエッグ」。

ゆるくてかわいい見た目と明るい性格で、20～45歳の女性を中心
に人気を集めています。

コンビニ大手とのコラボ、大手食品メーカーとのコラボ、また最

近では医療用マスクメーカーとのコラボも。

今後は、児童用品メーカーとのコラボに意欲を見せているとのこ

と。

＜過去事例＞

イースターの時期に香港のチュンワン

プラザとコラボした大型展示会。

日本でも人気の台湾の夜市グルメを象

徴するコンテンツとしての活用も。

出典：https://samwoo288.pixnet.net/blog/post/42211147
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https://www.facebook.com/miluegg.tw
https://www.instagram.com/miluegg.tw/
https://samwoo288.pixnet.net/blog/post/42211147


タコクマ(TAKOKUMA)

台湾人の作者が京都留学中にデザインしたタコクマ。

日本らしいものを取り入れたイラストや、日本語でのSNS運営など、

日本人が馴染みやすいキャラクターです。

文房具や小物、カプセルトイの実績があり、スープ専門店とコラ

ボしたカプセルトイは小さくて可愛いアイテムで人気を呼んだそ

う。

タコクマの好物がリンゴということで、今後はリンゴのスイーツ

やドリンク、農業関係のコラボをしたいとのことです。

＜過去事例＞

日本のだしパックブランドとのコラボ(タコクマが台湾人向けに料理を

教える内容)、日本の小籠包ブランドとのコラボ(タコクマが台湾人向

けに小籠包の作り方を教える内容)など、日本ブランドが台湾に進出

する際のコラボが目立つ。

© Takokuma＆ Sunthingood Co., Ltd.

①次に来る！キャラクター12選

https://www.takokuma.com/
https://www.facebook.com/love.takokuma/
https://www.instagram.com/love.takokuma/
https://twitter.com/LoveTakokuma


大福くん

ソニー・ミュージックエンタテインメント、ソニー・インタラ

ティブエンタテインメントの共同プロジェクトで、 Instagramで約

55万人のフォロワーを誇るパントビスコさんのデザインのもと生

まれた大福くん。

子供からOLや主婦層まで、幅広い層をターゲットとした和菓子

キャラクターです。

ぬいぐるみや文房具などの商品展開の他に、小学館の【幼稚園】

での連載などメディアでも活躍中。

＜過去事例＞

そごう・西武「夏のスイーツフェス」

のイメージキャラクターに起用され、

オリジナルショッパーに登場、同時に

ポップアップショップも開設された。
© SME/SIE
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https://daifukukun.jp/s/daifuku/?ima=1940
https://www.facebook.com/%E5%A4%A7%E7%A6%8F%E3%81%8F%E3%82%93-126918424551087/
https://www.instagram.com/daifukukun.tsutsumi/
https://twitter.com/tsutsumidaifuku/


＃GIFの伊豆見

かわいくてシュールなキャラクターが大人気のGIFクリエイター

伊豆見香苗さん(#GIFの伊豆見)。

代表作の「えっびっ」の他にも、「れっもっんっ」や「いっ

ぬっ」などが激しく動くGIFアニメがSNS上で人気を博しています。

シュールな面白さから子供や女性だけでなく、男性や40～50代な

ど幅広い層に人気です。

2019年には大阪にてSPINNSとの期間限定コラボレーションカフェ

として、店内装飾やコラボメニュー、グッズ販売を実施。

2020年には小説を音楽にする話題のユニットYOASOBIの楽曲「ハル

カ」のミュージックビデオ制作を担当しました。

＜過去事例＞

ピザハットのリブランディングキャ

ンペーンにおけるオリジナルキャラ

クター及びGIFコンテンツを制作。

激しく動くGIFアニメはTwitterキャン

ペーンのコンテンツとしてインパク

ト抜群です。

© KANAE IZUMI 
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https://www.instagram.com/izmizum/
https://twitter.com/izmizum


いーすとけん。

パンの生地を寝かせていたらいつの間にか現れたパンのわんこ、

「いーすとけん」。

コッペパンに似ているしばいぬのいーすとけん「しばこっぺ」を

はじめ、魅力的なキャラクターたちも人気の理由。

ほっこりやさしく、でもどこかさみしいお話も魅力の一つです。

子供向けの文房具やシール、大人向けのスマホケースやサンダル

など、バラエティ豊かなグッズ展開。

＜過去事例＞

コーヒースタンド壱參伍とのコラボ

カフェ。

限定描き下ろしイラストのコラボメニ

ュー、限定コースターのノベルティな

ど、写真を撮ってSNSに投稿したくなる

仕掛けがたくさん！

© KAMIO JAPAN
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https://twitter.com/yeastken


犬のココモとスモア

イラストレーターの穂の湯さんが描く、おだやかで健康な犬、コ

コモ(黒耳)とスモア(白くてまふまふ)。ココモとスモアのモチモチ

具合が見ているだけで伝わるイラストです。

LINEスタンプや写真に使えるスタンプも登場し、愛用者続出です。

アパレルや雑貨など、グッズ展開も行っているココアとスモア。

また過去には穂の湯さんの個展も開催されるなど、今後の活躍に

大注目です！

＜過去事例＞

穂の湯さんが商品パッケージやサイトの

イラストを担当したハーブティー専門店

のmaitea。

柔らかいタッチから温かい雰囲気が漂う

イラストで、女性をターゲットにした商

品などにマッチしそうです。

①次に来る！キャラクター12選

https://twitter.com/inunocoi?s=20
https://www.maitea-shop.com/
https://twitter.com/koko_smo
https://www.instagram.com/kokosmo_/?hl=ja


おひげのポン

キャラクターデザイナーのかなざわまことさんが「すこしおもし

ろい・すごくやさしい」をテーマに制作した「おひげのポン」。

オンラインでのグッズ販売、また台湾の展示会に参加するなど、

今後じわじわと知名度を広げていきそうなキャラクター。

かなざわまことさんは企業キャラクターのデザインを中心に制作。

他にもテレビ番組のオープニングのイラストや新聞の連載のイラ

ストなど、幅広いジャンルで活躍中です。

＜過去事例＞

学校での講義などのイベントも積極的に

実施。

かなざわさんは美術の教員免許をお持ち

とのことで、今後もセミナーやワーク

ショップなどイベントの場での活躍に期

待です。
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https://www.kanazawamakoto.com/profile-2/
https://twitter.com/OhigenoPON
https://www.instagram.com/ohigenopon/
https://www.facebook.com/ohigenopon


モニョチタポミチ

企業イラストをはじめとするアーティスト、モニョチタポミチさ

ん。

おしゃれでポップな色合いがかわいい女の子のイラストが代表的

で、女性から支持されています。

2021年春には個展を開くなどじわじわと知名度を広げています。

個展の際にはソフビやキーホルダーなど、幅広いグッズを展開。

似顔絵イベントなどファンとの交流も積極的に実施。

＜過去事例＞

雑誌のイラストを担当することも。

女性向けの書籍やWEBサイトのイラスト

にピッタリのテイストです。
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https://twitter.com/monyochita
https://www.instagram.com/monyochita/


たろう(な気分)

二児の父であるイラストレーター、おおのたろうさんのイラスト。

赤ちゃんのイラストやGIFゲームが代表作です。赤ちゃんを観察し

て描かれたイラストに共感する人が続出。

「1いいねにつき1日成長する赤ちゃん」というストーリー性のあ

る作品も評判です。

過去にはヴィレッジヴァンガードにてコラボグッズを受注生産で

販売。

また、「生まれたての赤ちゃん」というLINEスタンプも販売中です。

＜過去事例＞

今治タオルのコンテックスとのコラボタオ

ルを3種類販売。

子供から大人まで、様々な人に愛されるイ

ラストなので、今後のコラボキャンペーン

に期待です。
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https://twitter.com/OONO_TARO_B
https://www.instagram.com/taronakibun/


unpis

ユニークな世界観、大胆な色使いが特徴のイラストレーター、

unpisさん。

おしゃれな雰囲気の漂うイラストが男女問わず支持されています。

個展や雑誌のイラスト、コラボでのアパレル商品販売など、幅広

く活躍中。

＜過去事例＞

IKEA渋谷オープンの際のビジュアルを担当。

他にもmisdoネットオーダーのビジュアルや

ルミネWEB決済サービスのイラストなど。

店舗の雰囲気を邪魔しないイラストで、今

後も企業コラボが増えていきそうです。
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https://twitter.com/unpispeace
https://www.instagram.com/wa_unpis/


ぢゅの

猫愛があふれたイラストが支持されている「猫絵師」のぢゅのさ

ん。

SNS上には外国人からのコメントも多数寄せられていて、海外の猫

好きの人々にも愛されているようです。

LINEスタンプも人気で、LINEバイトなど公式アカウントの無料スタ

ンプキャンペーンにも採用されています。

＜過去事例＞

スイーツパラダイスとのコラボキャンペーン

「スイーツパラにゃんス」では描き下ろした

イラストが店内に並びました。

期間中はアクリルスタンドやマグカップなど

のグッズも販売。

女性が多いショップやブランドとのコラボに

今後も期待です。
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https://twitter.com/mofu_sand
https://www.instagram.com/mofu_sand/


②2022年映画公開予定のキャラクター4選



ゆるキャン△

漫画家あfろさんの作品で、アニメ化、実写ドラマ化もされている

「ゆるキャン△」。

ファンが物語で登場した場所を巡る聖地巡礼を行うなど、昨今の

キャンプブームも相まって人気を集めています。

2022年の映画公開が発表され、ファンからは期待の声が上がって

います。

これまでもキャンプ用品とのコラボや、物語に登場する自治体と

のキャンペーンが行われてきましたが、映画公開に合わせたキャ

ンペーンでより話題化を狙えそうです。

＜過去事例＞

物語の舞台である山梨でのキャンペーン。

作中に登場する場所を巡るスタンプラリー

や宿泊施設でもらえるノベルティキャンペ

ーンなど。

自治体やイベントなどのキャンペーンに

ピッタリのコンテンツです。

②2022年映画公開予定のキャラクター4選

© あfろ・芳文社／野外活動委員会

https://twitter.com/yurucamp_anime
https://www.instagram.com/yurucamp_insta/


さよなら、ティラノ

宮西達也さんの大人気絵本「ティラノサウルスシリーズ」が手塚

プロダクションと協力スタッフのもと映画化。

これまで2作品が映画化され、3作品目の今回は2020年初夏の映画

公開が延期されたため、期待値が高まっています。

心温まるストーリーで、子供から大人まで幅広い人々に愛され続

けているティラノサウルスシリーズ。

原作の絵と映画の絵は異なりますがどちらも魅力溢れる世界観で、

映画公開の際のグッズも楽しみです。

＜過去事例＞

Twitterで行われているぬりえキャン

ペーン。親子でぬりえを楽しむ応募

者が多いようです。

当選者にはピンバッチをプレゼント。

現時点でグッズの展開は無いようです。© 2018 “My TYRANO” Film Partners

②2022年映画公開予定のキャラクター4選

https://www.sayonara-tyrano.jp/
https://twitter.com/SayonaraTyrano


うたの☆プリンスさまっ♪

女性向けの恋愛ゲームや音楽ゲームで人気の「うたの☆プリンス

さまっ♪」。劇場版第2弾が2022年に公開されます。

幅広いグッズ展開の他に、今年はコラボカフェの開催も予定され

ています。

また過去には水族館とのコラボイベントが行われるなど、女性を

ターゲットとしてイベントやキャンペーンのコンテンツに使用さ

れています

＜過去事例＞

ファミリーマートで行われたコラボ

キャンペーン。

ポスターや缶バッチなどのオリジナ

ルグッズのプレゼントの他に、ログ

インボーナスなどアプリ上でのイベ

ントも開催。
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https://www.utapri.com/
https://twitter.com/utapri_official?s=20


刀剣乱舞

育成シミュレーションゲームから、アニメ化、ミュージカル化さ

れた刀剣乱舞の新作が、2022年に3部作として劇場上演されること

が決定。

日本刀を展示する博物館に「刀剣女子」が押し寄せるなど、ブー

ムを巻き起こした刀剣乱舞。

今夏には石川県立歴史博物館でのコラボ特別展の開催も予定して

います。

＜過去事例＞

東北の観光業振興を目的とする東北

デスティネーションキャンペーンと

のコラボ企画。

各所での等身大パネルの設置、オリ

ジナルグッズの販売、コラボカフェ

の開催など。

他にもお菓子メーカーや飲食店など、

様々なキャンペーンが行われています。

©2018 Nitroplus・DMM GAMES/続『刀剣乱舞-花丸-』
製作委員会

②2022年映画公開予定のキャラクター4選

http://touken-hanamaru.jp/
https://twitter.com/touken_hanamaru


③2021年、2022年周年記念キャラクター



星のカービィ

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

30周年
(誕生：1991年)

ぼのぼの

©いがらしみきお / 竹書房・フジテレビ・エイケン

③2021年、2022年周年記念キャラクター

35周年
(誕生：1986年)

©キヨノサチコ ／偕成社

ノンタン

45周年
(誕生：1976年)

■2021年の周年記念キャラクター

https://www.kirby.jp/
http://www.bonoanime.jp/
https://www.kaiseisha.co.jp/special/nontan/


仮面ライダー

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

50周年
(誕生：1971年)

ウルトラマン

©円谷プロ

③2021年、2022年周年記念キャラクター

55周年
(誕生：1966年)

■2021年の周年記念キャラクター

https://tamashii.jp/special/kamen-rider-50th/
https://m-78.jp/55th/


③2021年、2022年周年記念キャラクター

ロックマン

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

35周年
(誕生：1987年)

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

ワンピース

25周年
(誕生：1997年)

■2022年の周年記念キャラクター

初音ミク

©SEGA
© Crypton Future Media, INC. 

15周年
(誕生：2007年)

https://www.capcom.co.jp/rockman/
https://one-piece.com/
http://miku.sega.jp/#sound


NOVEZO（ノベゾー）は、販促担当者と
ノベルティをつなぐWebメディアです。

ヒントになる事例やお役立ち情報、アイデアを実現させる

制作会社の紹介などを通じて、販促ご担当者をノベルティ

とつなぎ応援します。

ノベルティ企画・制作会社の紹介をします！

さまざまなノベルティ制作会社がある中、どこに相談して

いいか分からない場合は、NOVEZOにお問い合わせいただ

ければ、案件に応じて、最適な制作会社をご紹介します。

https://novezo.jp/contact/


運営会社

https://novezo.jp/

お問い合わせ https://novezo.jp/contact/

メルマガ登録 https://novezo.jp/mailmagazine/

株式会社オレンジカンパニー


