
分野 作品タイトル 内容等

1 おろし ねずこんおろし器 かわいい曲線美を活かした形で、お腹の部分で大根をおろす

2 その他 ポカポカネズコン タオル地かフリースで、ねずこんフード付のはおれるケット

3 おもちゃねずこんプランター ３Dプリンターで作成したミニサイズのプランター

4 おもちゃメッセージねずこん ３Dプリンターで作成した一言メッセージを掲げるねずこん

5 おもちゃねずこん貯金箱 ３Dプリンターで作成した貯金箱

6 おもちゃねずこん花瓶 ３Dプリンターで作成したミニサイズの一輪挿し

7 その他 ハッタラギフトシール 箱や袋に貼るとギフト仕様になる農作業ねずこんのイラスト付透明シール

8 その他 ブックスタンド 特殊サイズに対応する合板、ねずこんシルエット透かし彫りのブックスタンド

9 その他 メールボックス 角２封筒に対応する大型の合板製、ねずこんシルエット透かし彫りのメールボックス

10 文具 ねずこん漢字練習帳 ねずこんパラパラマンガやマス中にイラスト入りの楽しい練習帳

11 食品 ねずこんチョコクッキー チョコ生地にねずこん、食べるのがもったいない、かわいいクッキー

12 おもちゃねずこん手かがみ ふたがねずこんの顔、開けて鏡をみると、自分もねずこんみたいになるコンパクト型手鏡

13 文具 ねずこんペン 顔がキャップの緑のペン、はさむところはしっぽで、ちゃんとねずこん

14 その他 「ねずコロン」ハンカチ ねずこんが寝ころんでいるデザインのガーゼハンカチ

15 企画 ぴよりーな１号の景品 湯さん館のユーホーキャッチャーの中の景品に、ねずこんストラップを加える

16 その他 ねずこんポシェット ねずこんのぬいぐるみと同様の素材・大きさのポシェット

17 その他 ねずこんカー イベントの時にねずこんが乗って移動できる台車

18 企画 地元に根付こんプロジェクト ねずこんの食器で定期的に、学校給食でねずみ大根料理とレシピも提供

19 その他 ねずこんマウス ねずこんの形のパソコン用マウス
20 食器 ねずこんトング ゆでたうどんやパスタを取り出す、ねずこん型のトング
21 おろし ねずこんおろし 陶器製で裏シリコン付のねずこん型おろし器

22 食器 ねずこんジューサー おしぼり汁を作るねずこんデザインのジューサー。スムージーも作れる。

23 食品 ねずこんうどん ねずこん型の器に、大根葉入りの緑色との２色のうどんをねずこんらしく盛り付け

24 その他 ねずこんのパッケージ 「ねずこんの贈り物」のねずこんパッケージ、贈答用お土産の包装用に

25 食器 お弁当箱とようじ　で・チュー ねずこん型のかわいいお弁当箱とようじ。（中身入りでイベントで売り出しても）

26 食品 ねずこんおろし　で･ﾁｭｰ ねずみ大根の大根おろし真空パック、小袋やねずこん型のチューブで

27 食品 ねずこんふりかけ　で･ﾁｭｰ ねずみ大根を使ったふりかけをねずこん型の容器に入れて

28 食品 ねずこんエール　で･ﾁｭｰ ねずこんラベルのねずみ大根エキス入りサイダー。ビンとワンカップサイズ

29 その他 ねずこんつなぎ＆パジャマ　で･ﾁｭｰ ねずこんの形の子供服。ベビー用のつなぎと子供用パジャマ。ゆったりデザインで

30 食品 ねずこんチョコ　で･ﾁｭｰ ねずこん型の箱入りホワイトチョコ。中にはねずみ大根のお酒やゼリー入り

31 その他 ねずこんﾋﾟｰｱｰﾙ　で･ﾁｭｰ 名刺や紙コップをねずこんデザインで作り、イベントなどでPR

32 食品 恋するねずこん ハートを持ったねずこんの金太郎飴、坂城町特産のりんごやぶどう味

33 その他 ねずこんフォトフレーム ねずこんフォトフレームを自分で作れる材料セット。坂城町の思い出に

34 その他 ねずこん卓上カレンダー ねずこん型のフレームにミニサイズの月めくりカレンダー

35 食品 ねずジュース 生産過剰品のりんごやぶどうをねずこんラベルのジュースに

36 その他 ねずポット、プランター （スプレー）バラの栽培キット、土・苗・肥料等もセットで

37 文具 ねず鉛筆、ねずゴム等 ねずこん文具セット。町からの小学校入学祝に

38 その他 ねずリストバンド、ヘアバンド スポーツ用ねずこんグッズ

39 おもちゃねずシール いろいろなねずこんイラストのシール、フラットでももこもこでも

40 その他 ねず帽子 かぶるとねずこんになれる帽子
41 その他 ねずこんふりこどけい ねずこんの形のとけい、１秒ごとにしっぽがゆれる
42 おろし ねずこんおろし機 ねずこん型、上部にはさみ真ん中でおろし下部にためる。手を汚さず傷つけない

43 企画 ヒーローに変身!! 悪役キャラも作り、ねずこんがヒーローになるストーリーを見せる
44 その他 ねずこんスポンジ ねずこんイラストの食器洗い用スポンジ、前後別素材で
45 おろし ねずこんおろし器 下の容器とセットのねずこん型おろし器、大きな耳を持って、丸いお腹でおろす

46 文具 ペタペタねずこん付箋 キャラクターの違うねずこんのふせんをセットにして

47 おもちゃちゅうちゅうねずこん お腹を押すと「ﾁｭｰﾁｭｰ」音がする、小さめのマスコット人形

48 その他 LINEスタンプ ねずこんと町の名物とセリフの組合せを町の中高校生から集め、ｽﾀﾝﾌﾟ製作

49 その他 ねずこんUSBメモリー ３Dプリンターで作成したねずこんつきのUSBメモリー
50 おろし ねずこんおろし器 ねずこん型おろし器、粗さ２種類を色違いで

51 その他 ねずこんミトン 全体がねずこんのミトン（手袋）、色違いがあっても。

52 その他 マイカーステッカー 季節のバリエーション作り、配布・販売

53 食品 ロールケーキ ケーキ店とコラボし、CMも作成

54 その他 ねずコン3バック ねずこん・コンピュータ・コンソールケース、S～Lサイズ展開
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55 企画 子ねずこんと新メニュー 子ねずこん（おろしがね）のお土産つきの皿盛りのうどん新メニュー開発

56 その他 ねずこんでドラコン もこもこのねずこんドライバーヘッドカバー、ゴルフ場でアピール

57 その他 ねずこんではけるんでチュ 女性でも持ちやすい、かわいいねずこん型の靴べら

58 その他 ねずこんフードのコート フードがねずこんの顔のコート、耳つき、かぶるとねずこんに

59 企画 ねずこん坂城町かるた 坂城町の名所、名物、歴史などをねずこんが紹介するかるたを作る
60 企画 ねずこんの仲間と街づくり ３次元CGおよびアニメーションなどにより、ねずこんの住む世界を可視化
61 おろし ねずこんおろし プラスチックのおろし器、大はおろし用、小は薬味用

62 文具 ねずこん付箋紙「メモコン」 ねずこん型のメモ用付箋紙、どこでも誰でも使えるメモコン！！

63 企画 ねずこん体操 坂城町の歌（ねずこんの歌）に合わせ、ダンスを考案。イベントの準備体操に。

64 企画 緑色キャラのチーム活動 全国の「緑色」のキャラでチームを作り、いっしょに活動する

65 食品 ねずこんのど飴 ねずみ大根風味ののど飴、かわいいねずこんの袋に辛い飴・・・

66 食品 おろしdeねずこん おしぼり汁の残りの大根も活用できる大根おろしアート、ねずこんを作ってなべやうどんに

67 その他 降込め詐欺予防ねずこん 電話の近くに置く、ねずこん型の表示式又は録音式の詐欺被害予防機器

68 その他 ねずこん型入浴セット ビニール製ねずこん型の袋にタオルやせっけんなど入浴セット入り、湯さん館で

69 食器 ねずこん型食器セット ねずこん型プレートの耳部分にスプーン、フォークが収納できる
70 食品 持帰りおしぼりうどんセット 立体ねずこん型容器の上にねずみ大根おろしと汁、下にうどんと薬味
71 おろし ダイコンおろし金 ねずこん型のおろし金

72 企画 ねずこんシール集めて応募券 湯さん館入場者にねずこんシール渡し、集めると応募できたり、景品がもらえたりする

73 その他 まねきねずこん 人を呼ぶ、福を呼ぶ置物をセットで玄関などに

74 その他 ねずこん型水まくら ねずこんの形の水まくら（クッション、抱きまくらにも）

75 その他 ティッシュボックス ねずこんの形のティッシュボックス

76 その他 お薬手帳 ねずこんイラストのお薬手帳、子どもからお年寄りまで使うのが楽しく

77 その他 母子手帳 坂城町独自のねずこん表紙の母子手帳

78 その他 つかんでねずこん かわいいねずこんの鍋つかみ

79 その他 ねずこんエコバック 丈夫で大きな袋にねずこんイラスト入り、坂城の野菜もたっぷり入る

80 その他 携帯カバー シリコン製で手ざわりの良いねずこん型の携帯カバー

81 文具 文房具セット ねずこんデザインの文房具セット、プレゼントにも

82 企画 さかきねずこんワールド ねずこんがタイムスリップして、過去・現在・未来の坂城町を紹介する本を製作

83 その他 ピーピーねずこん ふっくらしたねずこんの形のオカリナ又はホイッスル
84 その他 ねずこんふくろう ねずこんのファミリーが、ふくろうの姿でお福分け
85 おろし ねずこんおろし器 ねずこんのお腹でねずみ大根をおろす、子どももいっしょに楽しめる

86 食器 お皿 ねずこんのイラストつきのお皿、食べ終わった後ねずこんがほめてくれる

87 食器 コップ（湯のみ） かわいい後姿もある湯のみ

88 文具 ペンケース ねずこんイラストのスタンドタイプのペンケース

89 その他 リフレクター ねずこんの反射板のキーホルダー、小学校入学祝に

90 食器 つまようじ入れ ねずこん型のようじ入れ、おそばやうどんのお店に置いて、お土産にも

91 食器 箸置き ねずこんがお箸を支えてくれるデザインの箸置き

92 文具 マスキングテープ いろいろなねずこんイラストや坂城町の風景のデザインされたマスキングテープ

93 その他 掛け時計 ねずこんのしっぽが揺れる壁掛け時計
94 食品 ねずこんとングティータイム ティーパックの持ち手がねずこん
95 おろし おろしてねずこん ランチボックスにもなるふた付きの大根おろし器

96 その他 猫さん限定　ねずこんボウル 猫さん用ご飯ボウル

97 文具 伝えてねずこん ねずこん型マグネットメッセージボード、大根マグネット付き

98 食器 しょうゆさし ねずこん型しょうゆさし、しっぽから注ぐ
99 食器 プシュプシュねずこん 減塩用しょうゆさし、上部のボタンを押すとスプレーされる
100おろし おろしガネ！ しっぽを持ってねずみ大根をお腹部分でおろす、大根とセットで販売！

101文具 ねずけずり ねずこん型のえんぴつけずり、３Dプリンターで立つようにつくる

102企画 ねずこんカード 町民限定のポイントカード、たまるとねずこんぐっずがもらえる

103 その他 ハブラシ ねずこんが支えているハブラシ、種類もいろいろ

104おもちゃオルゴール付きねずこん ぬいぐるみの中に「ねずこんの歌」のオルゴールが入っている

105文具 ねずこんパス 鉛筆をつけるところは、ねずこんがおさえてくれる、つまみは大根型

106企画 ねずこんの特別住民票 ねずこんの住民票、AR（拡張現実）で立体ねずこんがスマホに

107文具 メモ帳 ねずこんの形のメモ帳、喜怒哀楽のパターン別のものも

108 その他 ランチョンマット 坂城町の観光マップとねずこんを組合せたランチョンマップ、広告収入も
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109文具 お絵かき帳 表紙がねずこんのお絵かき帳でｽﾎﾟﾝｻｰ集め、町内保育園へ配布

110文具 一筆箋 ねずこん３絵柄の一筆箋、シックなデザインでお土産用に

111企画 ねずこんミニレシピブック ねずみ大根の簡単レシピをWEBで募集、大根販売箇所で配布

112企画 ねずこんファンクラブ おしぼりうどんやねずみ大根購入者を会員登録、カード配布、メール配信、割引など

113企画 ねずこんカルタ 一般又は学校から募集、絵も学校美術部に協力してもらい作成

114企画 ねずこん出張図書館 １６９系電車内に臨時図書館を定期的に、ねずこんユニフォームのボランティアで

115企画 ねずこんおしぼりうどん 名物おしぼりうどんを家庭でも簡単に、粉末のねずみ大根研究し商品化
116企画 ねずこんカレンダー 坂城町の名所と四季とねずこんの写真でカレンダーを作成、HPからダウンロードも

117おろし ねずこんおろし ねずみ大根やおしぼりうどんと合わせた販売やおまけに

118 その他 切手 ねずこんの切手シール、全国にアピールできる

119食器 ふりかけ入れ ねずこん型のふりかけ入れ、耳のレバーを押すと、口が開く

120 その他 ねずこんリュック ねずこんの形はリュックにぴったり、バラなどオリジナルのチャーム付き

121 その他 硬券（キップ）風タオル ねずこん運転手と１６９系電車のイラストと、切符風のデザインのタオル

122 その他 マグカップ 子どもが喜ぶねずこんグッズ

123 その他 リュック はっきりとねずこん

124食品 おしぼりねずこん ねずこん型の立体容器に入れたおしぼりうどんセット

125文具 ねずこん文具セット ペンケース「立つんでちゅう｣とおそろいの鉛筆、消しゴムのセット

126 その他 手袋＆ミトン＆マフラー 「ねずこんカラー」で統一したあったかグッズシリーズ

127 その他 ねずこん福だるま 縁起物！ねずこんのだるま

128 その他 ねずこんカレンダー １年用や１ヶ月用、いつでも家の中に

129企画 ポイントカードとシール 坂城町の商店でお買い物するとポイントが貯まり、特産品と交換

130文具 封筒 町の企業が使用する封筒にねずこんをデザイン

131企画 ファミリー計画 ねずこんの家族のストーリーと家族のキャラクターを作り商品化やPRに活用

132文具 NEZUマウス PC用ワイヤレスマウスまたはマウスカバー

133食品 ねずこんぶおにぎり 大根葉や昆布、しらすの栄養たっぷりおにぎり、ねずこんのパッケージで

134 その他 パスケース ばね式ねずこんぬいぐるみの定期いれ

135食器 薬味皿、子供用皿 ねずこんの形のお皿でおしぼりうどんなどに

136食器 キッチン用品 おろしがねはじめしゃもじやスプーンをねずこんデザインで

137おろし ねずこんおろし しっぽが取っ手、お腹がおろしがね

138おろし ねずこん大根おろし セラミック製ねずこん型の大根おろし

139 その他 ヌードルメーカー ねずこんデザインの、今話題の麺類手作り機

140その他 電気ポット ねずこん型の電気ポット

141 その他 すべりだい 公園などのすべりだいをねずこんデザインに

142食器 計量スプーン ねずこんの耳やお腹

143おもちゃチョロQ ねずこんのチョロQ

144食器 スプーン＆フォーク ねずこん付きのスプーン＆フォーク

145 その他 サッシュ 自転車レースのバック、ファッションとして肩掛けかばんに

146その他 オルゴール 回転しながら鳴るねずこんのオルゴール

147 その他 防犯ブザー ねずこん型防犯ブザー

148 その他 プリントレシート ねずこんのプリントされたレシート

149文具 スタンプ いろいろなことばのはいったねずこんのスタンプ（はんこ）

150 その他 リュック・湯たんぽ ねずこん型のリュックや湯たんぽ

151文具 カレンダー カードタイプのねずこんカレンダー、宣伝用にも

152 その他 パラソル 透明ﾋﾞﾆｰﾙ傘にねずこんプリント

153 その他 年賀状 ねずこんデザインの町オリジナル年賀状

154 その他 ランドセルカバー 新入学児童に配布する、反射材を使った町オリジナルのカバー

155食品 クッキー 大根も少し混ぜて、ねずこんを再現したクッキー

156食器 マグカップ ねずこんをデザインしたマグカップ

157食器 マグとティースプーン ねずこんがカップをのぞいているデザイン、おそろいのティースプーンも

158 その他 手袋 指先に小さなねずこんデザインの手袋

159 その他 ボトルキャップ お茶、炭酸なんでもはまる、ねずこんデザインののキャップ

160 その他 マッサージ師ねずこん 大根足に効く！かもしれない、マッサージローラー

161おろし おろしき ねずこんの大根おろしき

162 その他 かっさ ねずこんデザインの美容器具かっさ
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163 その他 ねずこんとろーらー ねずこん型のマウス

164 その他 日用品 日用品のねずこんデザインシリーズ

165 その他 郵便グッズ はがきや切手、ポストなど

166 その他 ねずこんカー 小型で配達にも使えるねずこん型電気自動車

167 その他 スマホジャック いつでもいっしょスマホにねずこん型ジャック

168 その他 ねずこん写真集 ねずこんのHPなどの写真が本の形式

169企画 ねずこんの室長への道！ ねずこんが町の特別職員になり、昇進していくストーリーを描く

170 その他 パスケース ふわふわ生地のねずこんの定期いれ

171 その他 ねずこんわら細工 稲わらでねずこんをつくる

172食品 ねずこんやしょうま やしょうまにねずこんの絵をいれます

173 その他 ピンどめ ねずこんのイラストやかたちのぴんどめ

174食品 おやきねずこんセット 町特産品を入れた3種類のおやきセット、ねずこんの顔も

175 その他 ドレッシング容器 ねずみ大根ドレッシングの容器をねずこんデザインで

176企画 ねずこんと旅に出よう ねずこんが旅に出た設定で写真をとり、コンテストを開催
177 その他 LINEスタンプ 日常使用するもの、ご当地ネタも交えて可愛いスタンプを作成


