
ポケモン

画像

No１　エースバーン

推薦理由

・サッカー王国である静岡県
にふさわしいポケモン。

・静岡県は「サッカースポー
ツ少年団発祥の地」とされ、
Ｊリーグチームが４チームあ
る。

・エースバーンのモチーフが
ウサギであり、駿河三大名物
の「うさぎ餅」や月見団子の
「へそもち」にも関連づけら
れる。

・観光分野以外にもスポーツ
や健康等各分野のイベントで
の活躍が期待できるから。

展開案

・かえんボール最中：エース
バーンがキョダイマックスし
た時に乗ってる巨大な火球を
模したサッカーボール最中
（藤枝銘菓）の開発

・エースバーンCUP（学童
サッカー大会）の開催

・県内のサッカーチームと共
同でイベントを開催（サッ
カー教室、パルちゃんとのコ
ラボ等）

・ポケモンGOには未登場で
あり、登場時にはコラボ企画
も

ポケモンの属性

・第８世代
・タイプ：ほのお
・ストライカーポケモン
・小石をリフティング
して炎のサッカーボー
ルを作る。鋭いシュー
トで相手を燃やす。



ポケモン

画像

No２　カビゴン

推薦理由

・こどもがお腹の上で遊んでも
気にしない姿がまるで「静」か
な「岡」。
・温厚でおおらかな静岡県の県
民性と、お腹の上に乗られても
気にしないで寝続けるカビゴン
が似ている。
・寝転んだ姿が富士山に似てい
る（横から見ると、上の部分が
白で、下の部分が青。）
・キョダイマックスのおなかの
自然が、本県の自然豊かな風景
を彷彿とさせる。
・本県のおいしい食べ物がカビ
ゴンのお腹を満たし、温暖な気
候はお昼寝にぴったり。
・人気のポケモンで、グッズの
売れ行きも良い。ポケモンGOで
はレアポケモンなので、イベン
トで多くの集客が見込める。

展開案

・カビゴンの大食い大会(浜
松餃子や富士宮やきそば、し
ぞーかおでんなど)

・寝てばかりのカビゴンから
連想する宿泊関連の取組み。

・食いしん坊なカビゴンと一
緒に各所の名産品を食べ歩い
て回るキャンペーン。食べる
とQRコード等をもらえ、そ
れらを集めるとポケモンGo
内でトレーナーウェアやふか
装置などのアイテム、メダ
ル？がもらえる等。

ポケモンの属性

・第１世代
・タイプ：ノーマル
・食べて寝ての繰り返
しで一日が終わる。大
きなお腹の上を遊び場
にしている子供たちも
いるほどおとなしいポ
ケモンだ



ポケモン

画像

No３　チコリータ

推薦理由

・静岡県の特産品であるお茶を
イメージさせる色合いとデザイ
ン（お土産等の地場産品とも結
びつけやすい他、県の「生きが
いと健康づくり」のイメージ
キャラクターである「ちゃっ
ぴー」とも雰囲気・デザインが
似ておりコラボが期待できる）
・頭の葉と、静岡県を代表する
特産品である茶の葉が似ている。
・図鑑説明には「おとなしくて、
ひざしをあびるのがだいすき」
とあり、温暖な気候と穏やかな
県民性と合致している。
・ポケットモンスター金銀の始
まりの町となる「ワカバタウ
ン」（静岡県浜松市がモデルと
されている）で最初に入手可能。
・横から見たシルエットが静岡
県（県章）に似ている。

展開案

・「お茶」に焦点を当てたコラボ
商品（茶、茶クッキー、茶菓子、
茶飲料）。駅地下での茶ブースと
のコラボ、ホテルのウェルカムス
イーツとして活用
・緑茶商品とのタイアップには通
常のチコリータを、和紅茶商品と
には色違いのチコリータを起用
・幼稚園や小学生等を対象とした
茶摘みや茶揉み体験とのコラボイ
ベント
・Jリーグクラブチームのホーム
ゲームに着ぐるみがゲスト参加。
限定グッズを配布または販売
・花関係イベントでのフラワーモ
ニュメント設置。
・チコリータは甘い香りをしてお
り、スギ・ヒノキ、バラ、ニュー
サマーオレンジなど、香りのよい
静岡県の名産品を使ったフレグラ
ンスの作成

ポケモンの属性

・第２世代
・タイプ：くさ
・頭の葉っぱで周りの
温度や湿度を探る。日
差しを浴びることが大
好き。



ポケモン

画像

No４　チュリネ

推薦理由

・チュリネは綺麗な水辺に現れ
るとされ、水分と栄養の豊富な
土地を好むため、チュリネの住
む土地は作物の育ちがいいとい
われている。富士山の湧き水が
あり、水が綺麗で農耕も盛んな
静岡県にぴったり。
・チュリネの頭の葉を煎じて飲
むと疲労回復に効くのも静岡県
（お茶）のイメージと合う。
・頭の葉っぱはお茶の葉や緑を
イメージさせ、またこの葉っぱ
はこれからきれいな花を咲かせ
るので、桜やツツジ等のきれい
な花の名所も多い静岡県にぴっ
たり（静岡県の人やモノがこれ
からもっと「花ひらいていく」
ことを願って）

展開案

・静岡茶やお茶を使ったお菓子な
どのお土産品、県産農作物とのコ
ラボ

・チュリネは手入れの行き届いた
畑や花壇に住み着くことがあるた
め、県内の茶畑やフラワーパーク、
花鳥園などとコラボし、チュリネ
の住む茶畑（花畑・花壇）として
観光イベントを行う。

・福島県のラッキー公園のような、
草ポケモンを中心としたチュリネ
公園

ポケモンの属性

・第５世代
・タイプ：くさ
・きれいな水辺に現れ
る。頭の葉を煮出した
汁は虫除けに使われる
こともある。



ポケモン

画像

ポケモン

画像

ポケモンの属性

第２世代
くさタイプ
大雨の季節が終わる
と暖かい日差しに誘
われたキレイハナが
踊り始める。

推薦理由

・静岡県は花きの生産が全国有数である
（特定の品種を想起させるポケモンではな
いため、多種多様な花きを生産する静岡県
と相性が良い）。
・くさタイプであるため、茶やみかん、水
産物（みずタイプには相性有利）ともコラ
ボしやすく、ダンスをしているイメージが
強いため、音楽（楽器）ともコラボしやす
い。

No５　キレイハナ

No６　コノハナ

ポケモンの属性

第３世代
くさ・あくタイプ
コノハナが奏でる草
笛の音色は人を不安
にさせる。森の奥に
住んでいる。

推薦理由

・静岡県といえばやはり富士山。富士山は
古来よりその美しさや尊さから霊峰と称え
られ、山岳信仰を代表する山でもあります。
富士山の神は木花咲耶姫命(コノハナサクヤ
ヒメノミコト)で、花の美しさを象徴する神
となっています。この富士山の神の名前を
冠するコノハナこそが、静岡県の推しポケ
モンとして相応しいのではないでしょうか。



ポケモン

画像

ポケモン

画像

ポケモンの属性

第３世代
エスパー・フェア
リータイプ
命がけで信頼するト
レーナーを守ろうと
する。未来を予知す
る力を持つ。

推薦理由

・静岡県といえば富士山である。山梨県と
差別化するために、世界遺産である三保の
松原に伝わる天女伝説の天女をイメージ。
・緑色は静岡県の特産物であるお茶を連想
させる。
・清水港から運行している富士山を見る遊
覧船のサーナイトデザインを作り、様々な
方に静岡から見た富士山をアピールする。

No７　サーナイト

No８　シェイミ

ポケモンの属性

第４世代
くさタイプ
大気の毒素を分解し
て荒れた大地を一瞬
のうちに花畑にする
力を持つ。

推薦理由

・茶＋美しい→（モンゴル語で）ツァイ＋
み（美）→シェイミ
・シェイミの背中の葉はきれいな茶畑や、
各地四季折々の花畑を連想させる。また、
緑の中に白色があるもの南アルプスを連想。
・花は静岡県の花ツツジを連想させる。
・かんしゃポケモンであることから、多く
の人が静岡を訪れ、ありがとうの気持ちで
あふれて欲しいとの願いを込めて。



ポケモン

画像

ポケモン

画像

ポケモンの属性

第４世代
くさタイプ
日差しが強くなると
花開く。つぼみの時
に耐え忍んだ鬱憤を
一気に晴らすのだ。

推薦理由

・コノハナサクヤヒメ、河津桜、芝桜祭、
桜エビと桜に関わるもの、連想させるもの
が多い。
・河津桜が全国的に有名であること。「花
の都」を推進しているので、イメージにも
合う。
・工場夜景や富士山夜景、夜間のお祭りに
はネガフォルムを活用することもできるよ
うに思う。

No９　チェリム

No10　チラーミィ

ポケモンの属性

第５世代
ノーマルタイプ
尻尾で汚れを払い落
とす。掃除をする時
に助かるが潔癖症な
ので大変。

推薦理由

・茶＋美しい→ちゃみ→ちゃーみー→チ
ラーミィ
・スピードスターを覚えることから、県の
鳥三光鳥の鳴き声「星ぽいぽい」にもかか
る。
・特性メロメロボディを持つところから、
チラーミィを通し静岡に触れることで、そ
の魅力に惹かれる人が増えて欲しいとの願
いを込めて。



ポケモン

画像

ポケモン

画像

ポケモンの属性

第１世代
くさ・どくタイプ
日なたで昼寝をする
姿を見かける。太陽
の光をいっぱい浴び
ることで背中のタネ
が大きく育つのだ。

推薦理由

・種が富士山の形に似ている。緑豊かなふ
じのくに静岡県のトレードマークを背負っ
たポケモンと言ったら、くさタイプのフシ
ギダネしかない。
・フシギダネ型の鉢に、県内で生産された
種を植えてどんな芽が出るか楽しむ（県内
花卉PR）。
・フシギダネ＆ちゃっぴーと記念撮影

No11　フシギダネ

No12　ポッチャマ

ポケモンの属性

第４世代
みずタイプ
歩くのは苦手でこけ
たりするがポッチャ
マのプライドは高く
気にせず堂々と胸を
張る。

推薦理由

・富士山、駿河湾、伊豆半島をイメージす
るのような青が基調。また、ポッチャマの
額から頭にかけてが逆さ富士にも見える。
・「チャ」は「茶」、さらに言えば「チャ
マ」は「抹茶」を連想させるので“茶処静岡
県”に相応しい名前を持つポケモン。
・デザインも可愛く抜群の人気を誇るため、
情報発信や訴求力等において高い効果が期
待できる。



ポケモン

画像

ポケモン

画像

ポケモンの属性

第１世代
エスパータイプ
あらゆる技を使うた
めポケモンの先祖と
考える学者がたくさ
んいる。

推薦理由

・霊峰富士、日本で最も深い駿河湾、伊豆
ジオパーク、南アルプスと神秘的なものに
満ちた静岡県。そのため、神秘的なポケモ
ン『ミュウ』と一致する。
・「ふじのくに地球環境史『ミュー』ジア
ム」「ふじのくに茶の都『ミュー』ジア
ム」と、県施設として『ミュウ』が関係で
きそうな施設がある。

No13　ミュウ

No14　リーフィア

ポケモンの属性

第４世代
くさタイプ
植物のように光合成
をするためリーフィ
アの周りは澄んだ空
気に包まれている。

推薦理由

・しっぽの葉がお茶の葉っぱに似ている。
・静岡県は日照時間が長いので光合成をす
るリーフィアにとっても居心地がよい。
・「にほんばれ」の時に状態異常にならな
い、日照時間×お茶で健康寿命の長い静岡
県にぴったり。
・お茶の香水や茶香炉など、お茶の匂いと
ともにイベントに花を添えて欲しい。



ポケモン

画像

ポケモン

画像

ポケモンの属性

第２世代
みずタイプ
小さな体でもアゴの
力は強い。ワニノコ
自身は甘噛みしてい
るつもりでも大怪我
をしてしまうほどの
力がある。

推薦理由

・静岡にはiZOOやバナナワニ園などワニを
目玉展示とする施設があり、川や海といっ
た『水』のイメージが強い。
・ゲームボーイソフトポケットモンスター
金銀の舞台『ジョウト地方』。その始まり
であるワカバタウンは実は浜松市がモデル
となっている。

No15　ワニノコ

No16　ゼニガメ

ポケモンの属性

第１世代
みずタイプ
甲羅に閉じこもり身
を守る。相手の隙を
見逃さず水を噴き出
して反撃する。

推薦理由

・静岡県では、カメが産卵を行うきれいな
海を持ち、海の幸が豊富であることをア
ピールでき、推しポケモンとして受け入れ
られやすい。また、県旗は青色で、ゼニガ
メは水色なので、県のイメージとも合うと
考えた。また、ゲームではゼニガメは第1世
代の最初に選ぶ3匹のうちの1匹(御三家)で、
知名度はとても高い。



ポケモン

画像

推薦理由

・耳は羽根、尻尾は波のよ
うな形をしており、富士山
静岡空港や駿河湾フェリー
等、陸空海の交通網を有す
る本県のイメージに合う。
・色違いは体が深い青、甲
羅が緑色で、駿河湾や南ア
ルプスを想起させる。

属性

・第1世代
・みず

No１７　カメール

ポケモン

画像

推薦理由

・グソクムシ（駿河湾に多
く生息）とムシャ（武者）
をかけた名前のポケモン。
武士の国を標榜する県の方
針に「武者」が合う。
・登場するアローラ地方
（ハワイがモデル）は伊豆
半島の地質に縁がある。

属性

・第7世代
・むし、みず

No１８　グソクムシャ

ポケモン

画像

推薦理由

・頭痛に悩んでおり、痛み
を和らげる方法を探してい
るコダック。健康寿命が全
国トップクラス、医薬品、
医療機器の生産額は日本一、
世界レベルの健康関連産業
が集積している静岡県をコ
ダックがPR。

属性

・第1世代
・みず

No１９　コダック

ポケモン

画像

推薦理由

・桜エビに近い形をしてい
るため、日本で最も深い湾
である駿河湾に近いポケモ
ン。サクラは河津桜やさく
ら棒のピンク色が想起され、
ビスは浜名湖伝統のえびす
きと呼ばれる車海老漁につ
ながる。

属性

・第三世代
・みず

No２０　サクラビス



ポケモン

画像

推薦理由

・日照時間が全国上位の静
岡に合う、太陽をモチーフ
にした伝説ポケモン。
・「駿河」と掛けて「駿河
レオ（スルガレオ）」
・ライオンは富士サファリ
パークが有名。

属性

・第7世代
・エスパー、
はがね

No２１　ソルガレオ

ポケモン

画像

推薦理由

・しぞ～か→しゾ（ロ）オ
カァ→しゾロぉヵア
・頭のふわふわが富士山、
体の色は駿河湾のような濃
い青紫色で深海感がある。
・危険から身を守るポケモ
ンで、富士山のように静岡
県を見守る。

属性

・第5世代
・あく

No２２　ゾロア

ポケモン

画像

推薦理由

・静岡県の方言の特徴とし
て、語尾に「だら」を付け
る。→「ダークライ」と語
感が似ている。
・頭部の形が静岡市っぽい

属性

・第4世代
・あく

No23　ダークライ

ポケモン

画像

推薦理由

・静岡県の形は金魚に例え
られる。
・静岡県は水産業が盛んで
日本一深い駿河湾もあり、
魚をイメージしやすい。

属性

・第1世代
・みず

No２４　トサキント



ポケモン

画像

推薦理由

・ネイ茶（ティー）
・丸いフォルムは、静岡県
の特産品と関連付けができ
る（メロン、みかん、サッ
カー）
・アルフのいせきに出現す
ることから、登呂遺跡との
コラボイベントなど。

属性

・第2世代
・エスパー、
ひこう

No２５　ネイティ

ポケモン

画像

推薦理由

・静岡県のイメージは、豊
かな自然やお茶の「緑」。
・黄緑色と茶色の配色がお
茶の新芽と、お茶の木を連
想させる。
・おおらかな性格が県民性
を表している。

属性

・第6世代
・くさ

No２６　ハリマロン

ポケモン

画像

推薦理由

・静岡で毎年開催される大
道芸ワールドカップin静岡
のイメージに合う、パント
マイムを行うポケモン。
・壁を作り出すポケモンな
ので、松崎や下田のなまこ
壁とも結びつけられる。

属性

・第1世代
・エスパー、
フェアリー

No2７　バリヤード

ポケモン

画像

推薦理由

・テレビが生み出された地
静岡県（浜松市）。宇宙進
出を夢見て作成されたポリ
ゴンは、夢を叶えるために
挑戦するやらまいか精神に
通じる。プラモデルや模型
など、ものづくりの精神は、
ポリゴンと親和性がよい。

属性

・第1世代
・ノーマル

No２８　ポリゴン



ポケモン

画像

推薦理由

・イチゴの他に、ベリーや
ハートのお菓子を頭につけ
ているフォルムもある。メ
ロンやミカンなど静岡県の
特産物を頭に乗せたマホ
イップができれば、スイー
ツの県静岡をマホイップで
PRできる。

属性

・第8世代
・フェアリー

No２９　マホイップ

ポケモン

画像

推薦理由

・川に生息するポケモンで、静
岡県の産業を支える大井川等の
水源をイメージ。
・富士山、駿河湾のを想起させ
る青と白。白い水玉は、雪や波
しぶきを連想させる。
・長い耳は静かに音を聞くため
のセンサーであり、静岡の
「静」に転じる。

属性

・第2世代
・みず、
フェアリー

No３０　マリルリ

ポケモン

画像

推薦理由

・静岡県内には方広寺など
龍に関する伝承や昇龍道、
天竜川、龍宮窟など「ドラ
ゴン」に関するものがある。
・静岡県の特産「うなぎ」
に似ている

属性

・第1世代
・ドラゴン

No３１　ミニリュウ

ポケモン

画像

推薦理由

・ミュウツーの生みの親は
フジ博士といわれており、
静岡といえば、富士山。
・伝説のポケモンミュウ
ツーは日本一高く、気高い
富士山にもイメージが合う。

属性

・第1世代
・エスパー

No３２　ミュウツー



ポケモン

画像

推薦理由

・何にでも変身できるが完
璧にはなりきれないところ
が、あらゆる統計値で本県
がトップクラスには入れな
いところと似ている。
・逆に、何にでもなれると
ころが大きな可能性を秘め
ており、活躍が期待できる。

属性

・第1世代
・ノーマル

No３３　メタモン

ポケモン

画像

推薦理由

・ポケモン金銀バージョン
に登場するシロガネ山のモ
チーフが富士山と言われて
いる。ヨーギラスはゲーム
中でシロガネ山にしか出現
せず、「シロガネ山」（富
士山）の代名詞的ポケモン
である。

属性

・第2世代
・いわ、じ
めん

No３４　ヨーギラス

ポケモン

画像

推薦理由

・豊富な水産資源を有する
静岡県。特に日本で最も深
い湾である駿河湾には、ま
だ見ぬ深海生物がいるので
は。深い海溝の底で眠ると
されている、せんすいポケ
モンのルギアがいるとすれ
ば駿河湾ではないか。

属性

・第2世代
・エスパー、
ひこう

No３５　ルギア



No ポケモン 画像 推薦理由

３６ アチャモ あ、茶飲も！⇒アチャモ　静岡といえばお茶

３７ キテルグマ 日本平動物園のレッサーパンダが全国的に有名

３８ コイキング ひもの系

３９ ゴニョニョ 「静」にちなんで、ゴニョニョ

４０ ゴマゾウ 「しぞーか」→「しぞうか」→「しゾウか」

４１ シビルドン うなぎ

４２ ジュラルドン 世界遺産韮山反射炉のイメージから合金ポケモン

４３ ソーナンス 色が、駿河湾、富士山の青、尻尾がウナギっぽい

４４ デンリュウ ジムリーダー「ミカン」が看病するポケモン

４５ ドラパルト 「静」にちなんで、ステルスポケモン

４６ ペラップ ピアノ出荷量日本一から音符ポケモン

４７ ユキカブリ 富士山

４８ リオル 「静」青＋争（格闘）で、青い格闘ポケモン


