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さえずりくん

『自然環境情報ひろば 丸の内さえずり館』は、三菱地所㈱がＣＳＲ活動の一環として運営している施設だよ。自然保護と環境保全を

テーマに企画展示、イベント・セミナーを行っているだけでなく、“丸の内の生きもの情報”を紹介しているコーナーもあるよ。館内は

フリースペースなので、気軽に立ち寄ってみてね。

ecoブー 生物多様性を世界のみんなにわかりやすく伝えるため、一生懸命はたらきます！

クロちゃん・シロ

ちゃん
未来の壊れた地球を救うために、子供たちに生物多様性の大切さを知ってもらい改善することで、未来の地球が救われるのです。

ミズベエ　と　ヒガ

タン

干潟、河川や湖沼などの湿地は、多様ないきものを育む貴重な生態系です。湿地の楽しさを体験し、豊かな命のゆりかごを次世代にも

引き継いでいきましょう！

たけえこさん
「たけえこさん」は、社内エコポイント制度の癒やし系キャラクター。社員や家族の省エネやゴミの分別、自然観察などさまざまなエ

コ活動を糧にぐんぐん成長しています。たくさん仲間を増やすため、日々奮闘中！

もり～ちゃん 夢はみんなに自然や生きものの大切さを知ってもらうこと。自然と生きものが共存できるように、頑張っているよ！

エコビー（ｅｃｏｂ

ｅｅ）
エコなコトは、皆でやってこそ意味があるんだビー。

さとやまくん 「雪や桜などで四季を表現している体が特徴だもぞ。山と海が大好きもぞ。合言葉は『里山&里海へ行こう！』もぞ。」

未来環境防衛隊

ドラゴンマン

 子どもたちが主役として生きる未来を素敵なものにするために、日本各地に残る自然豊かな所に棲む伝説の龍たちに力を授けられた

３人です。龍たちの意志を継いで、人と生き物たちが生き生きと命をつなげる本来有るべき環境を伝え、子どもたちとともに守り育て

ていきます。

がうがうくん

怪獣のこどものがうがうくんは、いろいろなモノを壊しまくるくらいパワフル。でも、最近、自分の宝物まで壊してしまったことが

ショックで、たくさん考えた末に・・・『これからは自分のためにもみんなのためにも、大切なモノや生き物・自然を守っていくの

に、今できることは何だろう？』と考えて、お友達と毎日お勉強をがんばっています！

ゆめらいおん 自然と共生する事の大切さを、TOKYOから発信して行きます！

国連生物多様性の10年日本委員会（UNDB-J）　生物多様性キャラクター応援団

現在の登録数：

メッセージ機関・団体
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現在の登録数：

メッセージ機関・団体 キャラクター

プチクマ 世界中に生物多様性の大切さがひろがるように頑張ります。

にじゅうまる先生

いつもにこにこしているにじゅうまる先生。ただのかたつむりではありません。“地球に生きる生命（いのち）の条約”でつくられた

「愛知目標」という、むずかしいけど大事な世界の約束を、みんなにわかりやすいように伝えています。いつか日本や世界のひとと生

きものがにこにこ幸せに暮らしていける世界を願っています。横からみると、「20」になっているのが特徴。左巻きか右巻きかは、

まるりん 屋久島の森の自然がずっとこのままでありますように

ともえちゃん
昔は日本やアジアの国で一番数の多いカモだったのに，いつの間にか仲間が減って絶滅が心配されるようになってしまいました．これ

からも僕たちが安心して暮らせるように，お手伝いお願いします！

チェブラーシカ
お友達や自然のために“ちいさくてもできること” 頑張ってます。

http://www.cheb-project.com/

こけ坊

はるかな南極の池の中、そこには誰も知らないコケの森が広がっています。地球にはまだまだ、人間の知らない世界がたくさん。そこ

にはどんな生き物がいて、どんな生活をしているのか、知りたくありませんか？

http://www.nipr.ac.jp/

川いい♡川よし
カワヨシノボリの「川いい♡川よし」です。

人を自然に近づけるために、元気な笑顔を見せてくれます。

ひとはく博士 ふるさとの生き物や自然、人との関わりをいつまでも大切にしていきたいね。

フォレスト・サポーターズ

SNOOPY
みんなで「グリーンウェイブ」に参加して、世界と日本の森を元気にしよう。

へるしかくん
エゾシカ肉はとってもヘルシーで美味しいよ！

森林をエゾシカの食害から守り、エゾシカの有効活用を図ろう！

イタくん センちゃん 淀川のシンボルフィッシュ・イタセンパラをもう一度淀川に泳がせよう！

兵庫県立人と自然の博物

館

【保全・普及啓発団体等】

人を自然に近づける川い

い会

加賀市鴨池観察館

淀川水系イタセンパラ保

全市民ネットワーク

株式会社ブルボン

大学共同利用機関法人

情報・システム研究機構

国立極地研究所

阿寒やきとり丼地域活性

化協議会

国際自然保護連合日本委員会

チェブラーシカ・プロジェクト

フォレスト・サポーター

ズ

公益財団法人屋久島環境文化財団
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現在の登録数：

メッセージ機関・団体 キャラクター

丹沢はだの三兄弟 僕たちは丹沢の山々が大好きです！四季折々の自然をいつまでも楽しめるようにみんなで守っていこう！

基金ちゃん

みなさんこんにちは、国内外の環境NGO・NPOを

支援している基金ちゃんです！

NGO・NPOによる地球温暖化防止や生物多様性保全の活動情報を「地球環境基金の情報館」で紹介しています。

くすクスくん
僕は、くすクスくん。本が大好き。これまでいろんな本を読んできたよ。だから、ライバルの縄文杉くんからは、「けっこう物知りだ

ね」なんて言われることもあるよ。図書館は、いろんな本があるから大好き。みんなもお気に入りの本を見つけに図書館にきてね。

ベスト・ドレッサーパンダ

ダンディーダン
自然がいっぱいの動物公園で、みんなが来るのを待ってるよ！

カワウソのウズマキマキコ 高知の山や海が大好き。きれいな川で、ずっと泳いでいたいな。

おもてサンド宣伝部

長　たぬ

たぬにちわ！たぬは、東京表参道の自称・宣伝部長たぬ。

明治神宮の杜の奥深くに今でも住んでいると噂されている、野生のタヌキがモデルたぬよ。

都会だからこそ自然のことを考えるのは大切たぬね。これからもたぬが元気でくらせる街でいられるよう、皮算用なしで応援するたぬ

みゃーご

本をたくさんのせたブックトラックねこ。生き物

や自然についての本もたくさんもっているよ。

たくさん借りてもらえるととっても幸せ！

ちゅーず
都筑図書館のベテラン司書。

生き物や自然に関する本のことならおまかせ！

エコまる
ぼくは「エコまる」！全国の子どもたちと地球にやさしい活動をしているよ。自然や生き物を守るため、「こどもエコクラブ」に入っ

ていっしょに地球にいいことをはじめてみよう！！

ゴーヤ先生

「福知山市みどりの親善大使ゴーヤ先生」は地球温暖化防止やヒートアイランドを抑制するためのみどりのカーテンをＰＲするキャラクター。全国に失敗

しないみどりのカーテンの作り方を教え、その累積人数は２００７年からこれまでで５０００人以上！

京都府福知山市をみどりのカーテン日本一のまちにする目標を掲げ、全国をみどりのカーテンでいっぱいにするために飛び回る先生なのです。

なかうみちゃん 地域の皆さんと中海・宍道湖をきれいで、いのち溢れる楽しい水辺にするために頑張っています！

地球犬（ちきゅうけ

ん）

上賀茂名産の京野菜「すぐき菜」と犬が仲良くなって生まれた、うさぎみたいな犬。職場がある京都の上賀茂にて、賀茂ナス子という

犬と共に環境問題と闘っています。

佐賀県立図書館

独立行政法人環境再生保

全機構

福知山環境会議

秦野市観光協会

認定NPO法人

自然再生センター

横浜市都筑図書館

横浜市都筑図書館

公益財団法人　高知県の

いち動物公園協会

公益財団法人　日本環境協会

こどもエコクラブ全国事務局

大学共同利用機関法人人間文

化研究機構

総合地球環境学研究所

おもてサンド製作委員会

公益財団法人　高知県の

いち動物公園協会
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国連生物多様性の10年日本委員会（UNDB-J）　生物多様性キャラクター応援団

現在の登録数：

メッセージ機関・団体 キャラクター

マルヤマン

札幌市円山動物園の飼育員を代表するキモカワキャラクター。

 円谷満（つぶらやみつる）は普通のおじさん50歳。

 普段は無口でテレ屋な男前だが、「シーク・イン！」すると動物たちを愛する「マルヤマン」になるのだ。 そして今日も一日、動物たちのお世話にはげ

むのである。

クイクイ

オオヒシクイのクイクイです。福島潟は、オオヒシクイの最大の越冬地で多い時だと7000羽のオオヒシクイがやってくるんだ。近くには田んぼがあって

そこでごはんを食べたり、夜は背の高いヨシが目隠しをしてくれるから安心して眠れるんだ。そんな福島潟には、他にもいろんな生き物が暮らしている

よ。自然いっぱいの福島潟の魅力をみんなに伝えていくよ！

はこジ郎 箱根ジオパークでは、箱根火山が育む豊かな自然と歴史を体感することができるんだ！　みんな、遊びに来てね。

はらっぱー
芸北の草原から生まれ、草原が減っていきものがいなくなるのが誰よりも心配。頭の上には、山焼き後に芽生えたススキの新芽のような若緑の髪の毛が生

えているよ。手に持っているのは草花の芽。元気がなくなると芽も枯れてしまうんだ。時々黒こげになるよ。

アバちゃん
多くのみなさまにペンギンや生きものたちの生命の素晴らしさや大切さを伝え、生物多様性や自然環境保全について「アバちゃん」も“年中夢求”でアピー

ルし、がんばります！

ぐりん 少しずつでもいいから毎日、地球のためになることを続けることがとても大切なんだ！

北海道 環境忍者　えこ之助 ものをムダにしたり、自然を汚したりすると、どこからともなくあらわれてチェックする忍者でござる！

北海道 札幌市 カッコー先生
札幌市の鳥は、私カッコウなのです。

皆さんに、生物多様性について、わかりやすく解説するのが私のお仕事だッコー！

北海道 礼文町 あつもん
「あつもん」は、北海道礼文島でしか見ることができない「レブンアツモリソウ」の妖精だよ！「あつもん」は優しく穏やかな性格

の、のんびり屋さん。島の自然が大好きで、自然を大切にする人と友達になりたがっているよ！

岩手県 西和賀町 カタクリンコちゃん
西和賀のきれいなお水とお花が好き！

自然を大事にするみんなの笑顔はもっと好き！！

水の駅「ビュー福島潟」

公益財団法人　旭硝子財

団

【地方自治体】

認定NPO法人西中国山地

自然史研究会

一般財団法人長崎ロープ

ウェイ・水族館

札幌市円山動物園

箱根ジオパーク推進協議

会
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国連生物多様性の10年日本委員会（UNDB-J）　生物多様性キャラクター応援団

現在の登録数：

メッセージ機関・団体 キャラクター

岩手県 宮古市
サーモンくん・みや

こちゃん

ぼくたちサケは産まれた川に帰ってきて卵を産むよ。

サケが稚魚から健康に成長するためには広くてきれいな環境が必要。だから川をきれいにしよう。

宮城県 大崎市 パタ崎さん
宮城県にある大崎市は，ボクの仲間のマガンをはじめとする渡り鳥が飛来する自然の宝庫がいっぱい！

そんな大崎の「ふつふつ」とした魅力たくさんリュックに詰めこんで，大崎はもちろん，日本中をパタパタ飛び回るよー！

福島県

福島県復興シンボルキャラ

クター「ふくしまから　は

じめよう。キビタン」

福島県には森、山、湖などの豊かな自然がいっぱい！みんなで協力して豊かな自然・生物多様性を守っていこうね。

福島県
福島県の地球環境保全の

キャラクター　エコたん
かけがえのない自然を未来に引き継いでいくために地球環境を守っていこうね！

栃木県 とちまるくん
こんにちはまる～。ぼくは、栃木県庁前のトチノキから生まれた「とちまるくん」まる～。

ぼくの大好きな“とちぎ”の自然や生物を、もっとたっくさんのお友だちに知ってほしいまる～。

群馬県 ぐんまちゃん
みんな、こんにちは。群馬県宣伝部長のぐんまちゃんです！

ぐんまには、尾瀬をはじめ、いろんな特徴をもつ多様な自然がたくさん広がってるんだよ。

群馬県 沼田市
ぬまたんち（ぬっくん・

まっくん・たっくん）

森林（もり）の妖精。左から「ぬっくん」「まっくん」「たっくん」の3人組で、森林と人とが一体となり、共存していくことを目標

にみんなで力を合わせて頑張っています！

埼玉県 所沢市

所沢市イメージアップマス

コット

トコろん

所沢には、狭山丘陵をはじめ、たくさんのみどりがあるんだよ。みんな遊びに来てね。

埼玉県 戸田市

戸田ヶ原自然再生キャラク

ター

とだみちゃん

戸田市の自然を見守る妖精です。かつて戸田市の

荒川沿いに広がっていた、サクラソウやトダスゲなど、さまざまな野生の生きものがくらす「戸田ヶ原」を

再生し、子どもたちに伝えていきます。

千葉県 チーバくん
千葉県に住む不思議ないきもの。好奇心旺盛でいろいろなことに挑戦するのが大好きです。未知のものに立ち向かうときほど勇気と情

熱がわき、からだが赤く輝きます。食いしん坊でいたずら好きで、横から見た姿が千葉県の形をしています。見かけたら応援してね。

千葉県 柏市 ニワやん
カシニワ制度のマスコットキャラクター「ニワやん」です。柏市にはニワやんの一族がたくさんいて、沢山の生き物が生息できる環境

づくりに日々励んでいます。

東京都 豊島区 としまななまる
日本一人口密度の高い豊島区で、ちいさな自然を見守っているよ。

このまちに集まるたくさんの人たちに、生物多様性の大切さを伝えていくよ！
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現在の登録数：

メッセージ機関・団体 キャラクター

東京都 日野市 エコアラ
東京都日野市の多摩動物公園で生まれたエコアラ。地球温暖化に心を痛め、エコレンジャーとなりました。エコな取り組みをとおし

て、みんなでCO2をへらしていこう！座右の銘は『エコでエコ!!』

東京都 日野市 エコクマ
地球温暖化で住んでいるところを追われ、東京都日野市にやってきたエコクマ。偶然出会ったエコアラの果敢なエコ活動に触発され、

エコレンジャーとなりました。頭の葉っぱは、エコアラから仲間の証にもらったよ。座右の銘は『エコですたいる』

東京都 多摩市 エコロくん
僕は、５３０（ごみゼロ）星雲から流れ星に乗ってやってきた、スターダストプリンスです。大きな袋の中のごみを減らすアイデア

で、自然も生き物も豊かになるといいな！

東京都 多摩市 エコミちゃん

私は、５３０（ごみゼロ）星雲からやってきたプリンセスです。エコミちゃんは、「エコノミー（むだなものは使わない）でごみのな

い美しいまちに」との思いを込めて命名されました。私の持つ袋の中には多摩を美しくするアイデアがいっぱい！まちがきれいになれ

ば、生き物も住みやすくなるね！

東京都 多摩市 エコアちゃん
「エコミちゃん」の妹なの。エコアちゃんは「地球にやさしいまちに」という思いを込めて命名されました。地球にやさしいアイデア

だけでなく、生き物や自然を豊かにするアイデアもたくさん紹介していきたいわ！

東京都 稲城市 稲城なしのすけ
梨やぶどうを食べて、地産地消を進めているよ！

みんなも、自然の恵みに感謝しよう～♪

東京都 あきる野市 森っこサンちゃん
東京都あきる野市で発見された「トウキョウサンショウウオ」で、お兄ちゃんと妹そろって「森っこサンちゃん」。自然あふれるあき

る野の豊かな森や川が大好きです！

東京都 町田市 ハスのん 町田市エコキャラクターの「ハスのん」だのん♪　みんなと一緒に生きものたちのつながりを大切にしていくのん♪

神奈川県 しずくちゃん

わたしは、水の妖精しずくちゃん♪

かながわの水源環境に関するいろんな情報を、Facebookでご紹介しています！

みんなぜひチェックしてね～☆

神奈川県 かながわキンタロウ かながわにはクマがすめる森も残されてるんだ、みんなと一緒に多くのいきものを次世代に引きついでいきましょう！

神奈川県 横浜市
横浜市環境行動キャ

ラクター　エコぽん
たくさんの人と出会って、みんなで一緒に環境にイイコトをしたいな。 みなさん、どうぞよろしくね！

神奈川県 横浜市
横浜市水環境キャラクター

だいちゃん
汚れた水を小さな生きもの「微生物」が綺麗にします。生きものも水もとっても大切！

6
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現在の登録数：

メッセージ機関・団体 キャラクター

神奈川県 横浜市

横浜ブランド農産物シンボ

ルマーク

はま菜ちゃん

横浜のブランド野菜・果物をいっぱい食べてね。

神奈川県 横浜市

横浜市公園愛護会キャラク

ター

あいごぽん

公園にはたくさんの緑があり、蝶や鳥などたくさんの生きものたちが集まってきます。生きものがにぎわう公園にみんな遊びにきて

ね！

神奈川県 川崎市 森の妖精　モリオン
市民100万本植樹運動イメージキャラクター　森の妖精「モリオン」です。木をたくさん植えて、川崎を自然がいっぱいの緑溢れるま

ちにするためにがんばっています！

新潟県 新潟市 とめドキくん
新潟市の地球温暖化防止キャラクターです。温暖化が進むと生物多様性にも影響があると言われています。温暖化をストップして自然

を守ろう！

新潟県 長岡市 ペギーちゃん
長岡のまちをきれいにするために、毎日、ごみ収集車に乗っているよ。今後は、ごみの減量とリサイクルの推進とともに、生物多様性

の大切さをみんなに伝えていくよ。

新潟県 妙高市 ミョーコーさん
普段は、自信にあふれた顔つきで、いつも妙高山のてっぺんから妙高市の街並みを見守っています。すばらしい妙高山麓の自然を守る

ため、生物多様性保全活動にも精力的に取り組んでいます。皆さんも一緒に頑張りましょう！

新潟県 佐渡市 サドッキー
トキが両翼で優しく抱いているのは、佐渡を象徴する美しい海と山と川です。豊かな自然環境のなかで人とトキが共生する未来の佐渡

をイメージしています。

富山県
「元気とやまマス

コット」きときと君
富山県は、自然豊かで食べ物もとても美味しいところです。富山県に遊びに来てね。きときと！

長野県

長野県観光ＰＲキャラク

ター

アルクマ

未知を歩こう。信州

信州をクマなく歩きまくり､信州の魅力を世の中にクマなく広めるのが生きがい。信州の自然は素晴らしいです。

長野県

持続可能な生活排水対策を

推進する公式キャラクター

めぐるん

水はめぐるん

持続可能な生活排水対策（下水道、農業集落排水施設や浄化槽などの生活排水施設の整備や維持管理）推進のシンボルです。

長野県

ながのけんリサイクルキャ

ラクター

クルるん

長野県のリサイクルキャラクター　クルるんです。

資源を大切にしたいから私はいつもマイバッグ♥

食べ残しはしないよ♪

長野県 エネ丸
みんなで節電５％

省エネ活動に願いを込め、信州の自然を表す「グリーン」に身を包んだ｢エネ丸｣です。
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現在の登録数：

メッセージ機関・団体 キャラクター

長野県 松本市 アルプちゃん
北アルプスの帽子、豊かな自然を表わす緑色の服を着た自然が大好きなアルプちゃん。たくさんの仲間達と大好きな自然を守るため頑

張ります。

長野県 伊那市 イーナちゃん 伊那市の豊かな自然をみんなに知ってほしいな！よろしくね。

岐阜県 あすはちゃん
１本の苗木を持って掲げる姿は、森を守り、その森の恵みを未来へつなげる使命を表しています。緑の木、身体を表す紺色は、岐阜県

の豊かな自然や清冽な河をイメージしています。県民との協働による持続可能な森づくりの推進のために活動しています。

岐阜県 ミナモ
キラキラした川の水面（みなも）に住む妖精で、水色は岐阜の清流、黄色は太陽とみんなの笑顔。元気いっぱいでダンスと自然が大好

き。「清流の国ぎふ」のマスコットキャラクターとして、豊かな自然環境を守る活動を応援します。

岐阜県 御嵩町 ミーモくん
みたけの森から生まれた森の妖精で、明るく、環境保全・エコ活動に活発なおとこのこです。町の地球温暖化防止、自然環境保全活動

に活躍しています！！

静岡県 浜松市 出世大名　家康くん
徳川家康公は、浜松の地に「浜松城」を築き、城主を務めたのち天下統一を成し遂げた、まさしく出世大名。拙者はその生まれ変わり

じゃ。素晴らしい自然や豊富な特産物など浜松の魅力をPRしているのじゃ。

愛知県 名古屋市 だなも
名古屋について何でも知っている博識者の、やっとカメ「だなも」。

自然と平和、スローライフを求めて今日も世界を旅しています。

愛知県 豊橋市

豊橋市マスコット

キャラクター　ト

ヨッキー

豊橋市内にはアカウミガメを始め、森、川、海と魅力的な自然がいっぱい！みんな、豊橋市内に遊びに来てね！

愛知県 豊橋市

豊橋総合動植物公園のんほ

いパークマスコットキャラ

クター　のんちゃん・ほい

のんほいパークにはいろんな動物がいるよ！のんほいパークでいっしょに遊ぼうね！

愛知県 刈谷市 キー坊
やあ、みんな！いつもラビたんとエピコと一緒に４コマ漫画の環境講座を開いているキー坊だよ。これまでの環境講座（第18回）で

は生物多様性についても題材にしているので、ぜひ読んでみてね。

愛知県 刈谷市 ラビたん 生物タヨウセイってなんだろ？ワクワク。今度キー坊に聞いてみよっと。みんなも環境講座で一緒に勉強しよう。

愛知県 刈谷市 エピコ 生き物のつながりってとっても大切！キー坊もラビたんもボクも、それぞれに役割があるのと同じだね。
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現在の登録数：

メッセージ機関・団体 キャラクター

愛知県 安城市 サルビー
みなさんこんにちは！花の精「サルビー」です。サルビアのつぼみをかたどった帽子をかぶっています。手に持っている葉は、人と自

然の共生のシンボルです。みなさんよろしくお願いします。

愛知県 犬山市
犬山市の公式キャラクター

わん丸君
全国で唯一市の名前に「犬」がつく犬山市のキャラクター。生物多様性の普及啓発をがんばるワン！

愛知県 稲沢市 いなッピー 生物多様性についてみんなと一緒に学びたいと思っています。

三重県 志摩市 あおサ～ 志摩市の特産品“あおさ”のことや、自然と共に生きる“新しい里海”のことをみんなに知ってもらうためにがんばっているよ！

滋賀県 キャッフィー
こんにちは、キャッフィーです。僕の名前は、ナマズの英名『キャットフィッシュ』から付けられました！びわ湖とその周りの自然、

そしてそこにいるたくさんの生き物は滋賀県の宝。みんなにその素晴らしさを知ってもらえるようにＰＲするのがお仕事です。

京都府 木津川市 いづみ姫
好きな木が桜で、花はコスモスやねん。

私も木津川市の自然が大好き。市にはたくさんの自然があって、生きものがいて、みんなで守っていきたいな。

大阪府 吹田市 すいたん
吹田特産の伝統野菜「吹田くわい」がモチーフのすいたんだよ！　吹田くわいは一時絶滅の危機にあったけど、みんなが守ってくれた

んだ。人と自然との共生って、素敵！

兵庫県 はばタン
阪神・淡路大震災から復興する兵庫県をみんなに知ってもらうために元気に羽ばたくフェニックス（不死鳥）をモデルに誕生しまし

た。コウノトリさんを始め、たくさんの仲間達がいる生物多様性豊かな兵庫のために毎日頑張っています！

兵庫県 豊岡市
オオサンショウウオ

のオーちゃん
きれいな川でみんなといっしょにおよぎたいな

兵庫県 豊岡市
コウノトリのコー

ちゃん
コウノトリとみんなが友達になれますように！

兵庫県 篠山市 まるいの
ささやまは　しぜんいっぱい　いきものいっぱい

たべものおいしい～の　たのしい～の♪♪

兵庫県 篠山市 まめりん 自然大好き！　どろんこになって遊ぶのがだいすき～　よろしくね♪
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現在の登録数：

メッセージ機関・団体 キャラクター

兵庫県　 神戸市 ワケトン
六甲山や瀬戸内海、田園と、大都市でありながら多様な自然環境がある神戸。豊かな自然の恵みを子どもや孫の世代にまでつないでい

けるように、みんなで手を取り合って、がんばるで～！

兵庫県 宝塚市 ツメレット

こんにちは！「ツメレット」といいます。宝塚市の生物多様性のシンボル生物「ツメレンゲ」と、幸せと愛の橋渡し役である「キュー

ピット」にちなんで名まえを付けてもらいました。この世界はたくさんのいのち、多様な生き物がそれぞれにつながりあい、かかわり

あうことでなり立っています。この豊かな環境を守り育て、より幸せな未来へのかけ橋になれるよう、がんばります！

岡山県 岡山市 ミコロ・ハコロ

水滴のかたちをしたミコロは岡山市の豊かな水を、葉っぱのかたちをしたハコロは、岡山市の美しい緑を表現しています。ふたりは

とっても仲良しで、いつも一緒にお出かけしています。

これから、岡山市の水と緑のメッセンジャーとして、生物多様性の大切さをアピールしていきます。

岡山県 倉敷市 くらいふ
こんにちは！くらいふです。市内を中心にいろいろなイベントに参加して、お友達に環境をまもる大切さを伝えたり倉敷の環境を良く

するためにがんばっています！身近な自然や生きものも大好きだよ！

岡山県 真庭市 まにぞう
自然豊かな杜の都「真庭」の森に昔から棲むヒノキの苗木の精です。

自然が無いと生きていけないので、世界がもっともっと自然豊かになればいいな。

岡山県 赤磐市 あかいわモモちゃん
清流や緑にあふれた、自然豊かなあかいわ市には、たくさんの生き物がいます。みんなが仲良く暮らしていけるように、赤磐市の自然

の「ステキ」を全国に紹介していきます。

広島県 福山市 くわいちゃん

福山市の環境イメージキャラクター「くわいちゃん」です。

まっすぐ伸びた芽は，エコな情報をキャッチできます。ひとりでも多くの人にエコの芽が芽生えるようになるのが夢。

生物多様性をまもるため，地のもの，旬のものを選んで食べよう！

山口県 宇部市 エコハちゃん
みなさんこんにちは。宇部市の森に住むエコハeco♥　森の妖精として人と自然の橋渡しをして今日もみんなをエコスマイルにするた

めに飛び回っていますeco♥　環境保全のこと、生物多様性の大切さをもっとみんなに知ってもらいたいeco♥

愛媛県 ストッピー
「温暖化 愛でとめます 愛媛から」

地球温暖化は、生物多様性にも影響するよ。温暖化防止に協力してね！

愛媛県 みきゃん
チャームポイントはハートの形の鼻とみかんの花のしっぽ。明るくて好奇心旺盛やけん色々なことに挑戦するよ。

大好きな愛媛の豊かな生物多様性をみんなで一緒に守ろうね！

愛媛県 カワウソ家族 お母さんのルル、お父さんのトト、娘のララの３人家族。カワウソは愛媛の豊かな自然・生物多様性の象徴なんだ。よろしくね！

愛媛県 西条市 カブちゃん
カブトガニのイメージキャラクターとして生まれた男の子。海をきれいにし、素晴らしい自然環境を守るため、みんなで一緒にがんば

ろう！
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現在の登録数：

メッセージ機関・団体 キャラクター

愛媛県 四国中央市 しこちゅ～
日本一の紙のまち四国中央市のマスコットキャラクター「しこちゅ～」　本市の紙は、広大な山林で育まれた豊かな水と先人達が残し

てくれた疎水に支えられています。　四国中央市の豊かな自然・生物多様性を守っていきます。

愛媛県 西予市 せい坊
西予市は平成25年9月24日に日本ジオパークに認定されたよ。豊かな自然の中に、毎年、コウノトリやツルが飛来してくるよ。この

自然をみんなで守っていくよ！

愛媛県 東温市 いのとん

「いのとん」っていう名前の由来は、白猪の滝の伝説の「白いいのしし」の“いの”と、「とうおん」の”と””ん”で「いのとん」なんだ

トン～☆

東温市の豊かな自然と生物多様性をみんなと一緒に守るため「いのとん」も頑張るトン♪

愛媛県 鬼北町 きほくん
全国の自治体で唯一町名に鬼の付く町「鬼北町（ｷﾎｸﾁｮｳ）」。がいな山に囲まれ町内を縫うように流れる清流、この大自然が自慢な

がよ。この豊かな自然を愛し、みんなで守っとるんよ。

愛媛県 鬼北町 きじの助
鬼の付く町「鬼北町（ｷﾎｸﾁｮｳ）」、自慢の大自然を空から見るのはたまらんで、絶景だー！この豊かな自然を愛して、みんなで守っ

とるんよ。

愛媛県 愛南町 なーしくん
愛南町のいいところを見つけて、それをいろんな人に、いっぱいアピールして、みんなに僕や愛南町のことを好きになってもらって、

町に来てもらいたいんだ。将来は、みんなが仲良く暮らせる、新しい「かわうそ村」を作りたいと思っています。

徳島県 牟岐町 千年さんごちゃん

千年サンゴは徳島県南部（牟岐町）に位置する牟岐大島の内湾にある、高さ約９ｍ、外周約３０ｍ、年齢は１０００年をはるかに超え

ると推定される世界最大級のコブハマサンゴです。千年さんごちゃんは、この千年サンゴを次世代に繋げるために活動しているサンゴ

の妖精です❤

福岡県 エコトン
こんにちは、こぶたのエコトンです。家族といっしょにエコ活動をしています。生きもののにぎわいを身近に感じられるようになると

いいな。

福岡県 福岡市 エコッパ
福岡市の環境シンボルキャラクター「エコッパ」です！

葉っぱのエコッパは、福岡市の「Ｆ」の形の手をかざし、環境を守ろうと地球を見渡しています。

福岡県 大川市 モッカくん 木のきもちで、地球の未来を見つめよう！

熊本県 くまモン
熊本の豊かな自然は地域の宝。

みんなで力を合わせて、守り、磨いていこう！

熊本県 荒尾市 マジャッキー
僕が生まれた荒尾干潟は栄養たっぷり。だからたくさんの生き物たちが暮らしているんだ。このすばらしい宝物をみんなで守り、ずっ

と先の未来までつなげていこう！
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現在の登録数：

メッセージ機関・団体 キャラクター

熊本県 阿蘇市 あか牛くん ゆったりのんびりな性格で、阿蘇のおいしい野草が大好物です。現在、阿蘇の草原保全・再生のために頑張っています。

大分県 めじろん

大分は海や山、温泉など自然がいっぱいで、この自然環境を守り、将来につないでいくために、仲間たちと「ごみゼロおおいた作戦」

に参加しているよ。

　「日本一のおんせん県おおいた」にも、遊びに来てね！

鹿児島県 さくらじまん
気は優しくて好奇心旺盛で，桜島のように内に秘めたるエネルギーを持つ行動派です。鹿児島県は南北６００キロメートルと長く，亜

熱帯から冷温帯まで幅広い気候帯に属し生物の多様性に富んでいます。

鹿児島県 鹿児島市 西郷どん
おいどんが住む鹿児島市は、西郷さんや大久保さんなど幕末・明治維新の頃に活躍した多くの偉人が生まれた「維新のふるさと」でご

わす。このほか、桜島や錦江湾などの自然や食、温泉など、魅力いっぱいの街でごわす。

鹿児島県 奄美市 コクトくん
もともとはアマミノクロウサギでしたが、交通事故に遭い瀕死のところを奄美大島の大自然パワーに助けられ、妖精として復活しまし

た。普段は交通安全と野生動植物の保護を訴えながら奄美大島の山で静かに暮らしています。

鹿児島県 奄美市 ロビンちゃん

奄美大島に生息する「アカヒゲ」の英名「Ryukyu robin」が名前の由来。奄美市公式キャラクター「コクトくん」がひとりぼっち

だったときに、アカヒゲを見て『あんなお友達がほしい』と念じていたら、コクトくんの妖精パワーで変身してしまいました。普段は

コクトくんのお友達として遊び相手になっています。

沖縄県 アバサンゴ

私はピンクのキュートなハリセンボン！「アバサー（※沖縄方言でハリセンボン）」と「サンゴ」をあわせたような姿だから「アバサ

ンゴ」って名前になりました。チャームポイントは、丸顔！好きなことばは“ゆいまーる”。沖縄の方言で助け合いうってこと。だか

ら、夢は、サンゴの森をつくってみんなと仲良く暮らすことです！ヨロシク！

ズックちゃん 環境省生物多様性センターのマスコットキャラクターをつとめているオオコノハズクのズックだよ。生物多様性のことを知りたい人はみんなぼくに
会いに来てね！

ワッシーくん
ボクたちイヌワシは、エサとなる動物がたくさんいる豊かな自然がないと、生きていけないんだ。いま日本に生息しているイヌワシは400～650羽
で、仲間がどんどん減っている状況なんだよ。豊かな自然を守ることは、イヌワシの未来にとっても人間にとっても大切なことなんだ。みんなでボ
クたちを守ってね。

国際サンゴ礁年2008イ

メージキャラクター　礁太

サンゴ礁の海で暮らしているんだけど、なんか最近海の様子が変なんだ！海水温度が上昇してサンゴが白くなったり、陸からのゴミや土砂でサ
ンゴ礁が壊されて、なかまのサンゴや魚、海底の生きものたちの住むところがなくなっているんだ！みんな、ぼくと一緒に豊かな海を守ろう！

あまくろ 奄美の自然や森の仲間たちを知ってもらうために、たまに森から人里に出かけるよ。人の赤ちゃんにたまに泣かれるけど・・・森の仲間の声を届
けるために、笑顔を忘れず頑張るよ。

環境省生物多様性セン

ター

猛禽類保護センター（鳥

海イヌワシみらい館）

環境省那覇自然環境事務

所

奄美自然保護官事務所

【関係省庁】

環境省自然環境局自然環

境計画課
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クイちゃん 世界でただ一つの住み家である「やんばる」の森に、これからもずっと住み続けていきたい。

クロ クロツラヘラサギのクロだよ！漫湖水鳥・湿地センターは那覇空港から車で20分の距離にあるビジターセンターで、干潟に生息する渡り鳥やカニ
の仲間が観察できる楽しい場所だよ！みんな遊びにきてね！

トミー トントンミー（ミナミトビハゼ）のトミーだよ！漫湖水鳥・湿地センターは那覇空港から車で20分の距離にあるビジターセンターで、干潟に生息する
渡り鳥やカニの仲間が観察できる楽しい場所だよ！みんな遊びにきてね！

まーや 2015年でイリオモテヤマネコ発見から50周年となります。
皆さんにヤマネコのこと、西表のことを知ってもらえるようにがんばっていきます。

タヨちゃん
明るくておしゃべり好きの女の子。生物多様性の大切さをみんなに知ってもらうために仲間たちといっしょにがんばっています！サト

くんは、私のお兄ちゃん！

サトくん
森でかくれんぼしたり、川や海で魚をとったり、自然の中で遊ぶのがだ～いすき。みんな一緒にあそぼうよ！タヨちゃんは、ぼくの自

慢の妹だよ。

キツネのコン

ぼくのふるさと北海道には自然がいっぱい！生きものもたくさんいるよ！でも昔に比べて住みづらくなってたって、ママが言って

た・・・

パントマイムをしているときの、風が運んでくる音楽が好きなんだ♪♬～♭～♬

トマトのマット
トマト食え！トマト食え！！太陽の光をたっぷり浴びて元気いっぱいに育ったトマトだ。野菜は自然のめぐみ。生物多様性があるから

いろんな野菜が食べられるのさ。みんなもおいしい野菜を食べて元気になろう。トマトを食べない人には、いたずらしちゃうぞ！！

ナマズのマズ－
最近、川の水は結構キレ－になってる気ーするけど、コンクリで岸固められて、わいら棲むとこノーなってかなわんわ。ほんで、わけ

わからん外国の魚とか亀とか捨てんといてや。ほんま頼むで。

牡丹花のかれんさん
皆さんは動物だから植物の生き方や気持ちなんてわからないでしょう？私はそんな皆さんに植物の世界のことを伝えるナビゲーターを

務めます。但し、気が向いた時限定ですけどね。

シジュウカラのカラ

ラ

最近めっきり虫が減った・・・　果実のつきも悪い・・・　ゼッタイ人間のせいだ！ちっピピッ！！　虫が多すぎるのも大変だろうけ

ど…。

UNDB-J

UNDB-J

UNDB-J

【UNDB-J】

UNDB-J

UNDB-J

UNDB-J

UNDB-J

やんばる自然保護官事務所

沖縄南部自然保護官事務所

西表自然保護官事務所

沖縄南部自然保護官事務所
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どんぐりのぐりん
森の中で絵を描いたり、写真を撮るのが大好き♪　将来の夢は、芸術家さ！（帽子がオシャレでしょ）　自然のすばらしさをみんなに

伝えたいな～

アリンコのアリー
いつもテキパキ動く、フットワークの軽さがウリです。根がマジメなのかなぁ～？　遊んでいるときより働いている時の方が楽しい

の。生きものをみんなが大切にしてくれるように、これからも宣伝のお仕事がんばっ！

かたつむりのでんで

ん

湿ってうるおいのあるところが好きなので、葉っぱの裏とか探してみてね！　最近、雨の降り方がどうもヘン！　お肌のうるおいが

減って困ってます～
UNDB-J

UNDB-J

UNDB-J
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