
ねずこんアイディアコンテスト応募一覧（町内学校２）

分野 作品タイトル 内容等

173 食器 ねずこんコップ ねずこんイラスト入りのコップ
174 食品 ねずこんポテトチップス ねずみ大根味のポテトチップス
175 文具 ねずこんふでばこ ねずこんイラスト入りふでばこ
176 その他 ねずこんネイル ねずこんイラスト入りのネイルセット
177 その他 ねずこんすべりだい ねずこんのイラストと（坂城町の）バラのイラストがついた滑り台
178 その他 ねずこんスポンジ イラスト入りスポンジ
179 その他 ねずこんひょうたん イラスト入りひょうたん（とっくり）
180 その他 ねずこんのおまもり イラスト入りお守り　男性用・女性用
181 その他 ねずこんのにんぎょう ねずこんのにんぎょう
182 文具 ねずこん定規 ねずこんと坂城町の特産品のイラスト入り定規
183 文具 ねずこんスタンプ イラスト入りスタンプ
184 食品 ねずこんクッキー ねずこんの形をしたクッキー
185 おもちゃ ねずこんおもちゃ ねずこんと
186 食品 ねずこんキャンディ ねずこんの形をしたキャンディー　顔はマスカット味、、周りはイチゴ味

187 食品 ねずこんかまぼこ 通常のかまぼこにねずこんの顔が入っている。ねずこんの顔は野菜味

188 文具 ねずこん定規 イラスト入り定規
189 文具 ねずこん時計 ねずこんの形をした時計　目覚まし機能付き
190 文具 ねずこんスタンプ ねずこんを模ったスタンプ
191 その他 ねずこんバッグ ねずこんのイラスト入り首からかけられるバッグ
192 その他 ねずこんかびん ねずこんのイラスト入りかびん
193 文具 ねずこんののり ねずこんのイラスト入り糊
194 文具 ねずこん鉛筆・消しゴム ねずこんのイラスト入り鉛筆と消しゴム
195 文具 ねずこん消しゴム ねずこんのイラスト入り消しゴム
196 その他 ねずこんオルガン ねずこんのイラスト入りオルガン
197 文具 ねずこんふでばこ 鉛筆や消しゴムが入れられるふでばこ
198 その他 ねずこんくつした ねずこんのイラスト入り靴下　五本指用　普通の靴下
199 おもちゃ 立体パズルねずこん 立体型のねずこんのパズル　パズルを組み立ててねずこんを作る
200 その他 ねずこんぼうし 普通の帽子にねずこんを組み合わせることができる帽子
201 文具 ねずこんふでばこ ねずこんが踊っているイラストのふでばこ
202 おもちゃ ねずこんルービックキューブ ねずこんのいろいろな笑顔が面のルービックキューブ
203 おもちゃ ねずこんトランプ ねずこんのイラスト入りトランプ
204 その他 ねずこんだきまくら ねずこんの形をした抱き枕
205 おもちゃ ねずこんメダル 表はねずこんのイラスト、裏は花のイラストのメダル
206 その他 ねずこんクリスマスライト ねずこんがサンタの服を着たLEDのライト
207 その他 ねずこん布団カバー ねずこんイラスト入り布団カバー
208 文具 ねずこんふでばこ ねずこんの頭部型のふでばこ　耳と耳の間にチャックがついている
209 その他 ねずこん絵本 ねずこんのことが色々のっている絵本
210 おもちゃ ねずこん将棋 ねずこんが駒の将棋　ルールは普通の将棋と同じ
211 おもちゃ ねずこん風船 ねずこんの形をした風船
212 その他 ねずこんクッション　 ねずこんと信州の特産品が描かれたクッション
213 その他 ねずこんお守り イラストと「ねばりずよくこんきよく」と書かれたお守り
214 その他 ねずこんぼうし ねずこんの頭部は帽子として被ることができ、胴体は肩に乗せる
215 その他 ねずこんスリッパ ねずこんの顔のスリッパ。左右合わせるとねずこん顔になる
216 その他 ねずこんマイバッグ いつも持っていきたくなるようなバッグ
217 その他 ねずこんカレンダー ねずこんのカレンダー
218 食器 ねずこん茶わん ねずこんのイラストが内側と外側に描かれた茶碗
219 文具 ねずこん鉛筆 ねずこんの絵がたくさんある鉛筆
220 文具 ねずこん消しゴム ねずこんの形の消しゴム
221 その他 ねずこんベッド 寝ているねずこんのイラストのベッド。暗いときはねずこんが光る
222 その他 ねずこんソファ ねずこんのイラストの4人座れるソファー。
223 文具 ねずこんテープ ねずこんとねずみ大根のイラストのテープ　何色もある



ねずこんアイディアコンテスト応募一覧（町内学校２）

分野 作品タイトル 内容等

224 その他 ねずこんソーラーライト イラスト入り　ソーラーパネルで充電できるLEDでひかる
225 その他 ねずこんリュック ねずこん型のリュックサック　両耳部分は小物入れ、キーホルダーつき

226 文具 ねずこんじゆうちょう 坂城町で撮ったねずこんが表紙のじゆうちょう　水色とピンク色の2色　

227 食品 ねずこんチョコ作成キット ねずこんのチョコレイトを作るための型とチョコレイト作成キット
228 文具 占いつき！ねんずこん鉛筆 カラフルなねずこん柄でいろいろな占いができるえんぴつ
229 食品 ねずこんメロンパン 抹茶チョコと粉砂糖のねずこんの形のメロンパン。中はチョコレートクリーム味

230 文具 ねずこんえんぴつ ねずこんのイラスト入り鉛筆
231 文具 鉛筆削り 鉛筆を入れるとねずこんの手が動き、尻尾を回すと鉛筆が削れる
232 文具 ねずこん文具セット ねずこんのイラストの鉛筆削り、鉛筆、組立消しゴム、定規のセット
233 文具 ねずこんボールペン ねずこんのイラストのボールペン　ねずこんの頭を押すとペンが出る
234 その他 ねずこんキャップ ねずこんの上半身部分が帽子となる　手がマフラーになる
235 その他 ねずこん防犯ブザーとケース ねずこん型の防犯ブザー、ケースは横に鍵を入れるポケットがある
236 食品 ねずこんメッセージチョコ ねずこんのお腹部分にメッセージが書ける。ケーキ等に使う
237 その他 ねずこんの水筒 ねずこん型の水筒
238 その他 ねずこんペットボトル入れ ねずこんの形をしたペットボトルを入れられるケース　
239 その他 ねずこんの枕 ねずこんの形をした枕　ねずこんがウインクしている
240 文具 ねずこんふでばこ ねずこんのイラストのふでばこ　
241 その他 ねずこんのスマホケース ケース全体がねずこんの形　耳が立体なっていて、尻尾もついている

242 文具 ねずこんふでばこ ねずこん型のふでば　背中部分から鉛筆を入れる
243 文具 ねずこんえんぴつ 鉛筆のまわりに色々なポーズのねずこんのイラスト
244 その他 ねずこんの帽子 ねずこんの形の帽子
245 食品 ねずこんの冷水 ねずこんがイラストの坂城町の水を使った冷水
246 食器 ねずこんのマグカップ ねずこんのシールをマグカップに貼る
247 文具 ねずこんふでばこ ねずこん型のフワフワのふでばこ　背中にチャック、着せ替え小物つき

248 その他 ねずこん腕時計 ねずこんの顔の形の腕時計
249 文具 ねずこんペン ねずこん型の消しゴム、消しゴムの頭部分をとるとペンになる
250 おもちゃ ねずこんパズル ねずこんのイラストのパズル
251 文具 ねずこん消しゴム ねずこんのお腹部分に「坂城」の文字とバラの絵がついている
252 食品 ねずこんのキャンディー ねずこん型のキャンディーキャラメル味　ねずこんのシール付き
253 おもちゃ ねずこんすごろく ねずこんの駒（洗濯ばさみ）を使い坂城町を名所をスゴロクで紹介する　

254 食品 ねずこんせんべい ねずこんのイラストのせんべい　（しょうゆ味・ざらめ・できればねずみ大根味）

255 食品 ねずこんだらけ① ねずこんのイラストの巾着に入った食品セット（ジャムや飴）
256 文具 ねずこんだらけ② ねずこんのイラストの巾着に入った文房具セット（鉛筆、消しゴム、定規鉛筆削り）

257 おもちゃ ねずこんのボール 投げると３Dランドになる
258 おもちゃ ねずこんのロケット ねずこんのロケット　6.9センチ
259 その他 ねずこんのラッピング電車 ねずこんがたくさん書かれたラッピング電車
260 その他 ねずこんすいとう ねずこんのイラストの水筒
261 その他 ねずこんのまくら ねずこんが描かれたピンク色とオレンジ色の枕
262 食器 ねずこんのコップ ねずこんのイラストの普通サイズのコップ
263 その他 ねずこんマフラー 羊の毛でできたねずこんイラスト入りマフラー
264 その他 ねずこん消しゴム ねずこんイラスト入りふつうサイズの消しゴム
265 その他 ねずこんのボーリング ボールがねずこんの絵
266 おもちゃ ねずこんロケット プラスティック製のねずこんのイラスト入りロケット
267 食器 ねずこんのお茶碗 ねずこんイラスト入りお茶碗
268 おもちゃ ねずこんブロック 組立てができるねずこんのブロック
269 文具 ねずこんえんぴつ ねずこんのイラスト入りえんぴつ
270 その他 ねずこんのふくろ ねずこんイラスト入りふくろ
271 おもちゃ ねずこんのボール 投げると３Dになる
272 文具 ねずこんのふでばこ ねずこんのイラスト入りふでばこ
273 その他 ねずこんのバッグ 皮製ねずこんのイラスト入りバッグ
274 食器 ねずこんコップ われないねずこんのイラスト入りコップ



ねずこんアイディアコンテスト応募一覧（町内学校２）

分野 作品タイトル 内容等

275 その他 ねずこんシール　　 ねずこんのイラストシール
276 文具 ねずこんの消しゴム・ふでばこ ねずこんのイラスト入り消しゴムとふでばこ（プラスティック製）
277 その他 ねずこん時計 ねずこん型のソーラー時計　お腹が時計、目覚ましでねずこんの歌がながれる

278 その他 ねずこんブランケット ねずこん型のモコモコのブランケット　広げるとブランケットとして使える

279 その他 ねずこんだきまくら 生地がフワフワのねずこん型だきまくら　長さ１ｍ
280 文具 ねずこんがびょう ねずこんの顔の形の画鋲
281 その他 ねずこんストラップ 色々なコスチュームを着たねずこんのストラップ
282 その他 ねずこんストレス発散クッション ねずこん型の柔らかいクッション　抱き枕としても使える
283 その他 ねずこんエコバッグ ねずこんと坂城の特産物のイラスト入りバッグ、ねずこん型のポーチに入る　

284 その他 ねずこんパズル 木製のカラフルなねずこんのパズル
285 文具 ねずこん2色ボールペン ボールペン全体
286 文具 ねずこんキャップ 鉛筆につけられる　
287 食器 ねずこんティーカップ 取っ手がくるくるのねずこんとバラのデザインのティーカップ　
288 食品 ねずこんのあめ ねずこん形のアメ、しっぽが棒のかわり、緑色は青りんご味、白はねずみ大根味

289 文具 ねずこんふでばこと鉛筆入れ ねずこんのイラスト入りふでばこと鉛筆入れ
290 文具 ねずこんばさみ ねずこんの顔の形のはさみ　はさみを持つ部分がねずこんの耳となる

291 文具 消せる！？ねずこんボールペン FRIXIONと協力して赤黒2色使えるボールペンねずこんイラスト入り（耳だけは出ている）

292 文具 ねずこんスマホケース ねずこんの形をしたスマートフォン用ケース　尻尾はアダプタにつけられる

293 その他 ねずこんアクセサリー カチューシャやリングなどにねずこんがデザインされている
294 その他 ねずこんどけい 壁掛け型、真ん中にねずこんのかおのイラストのとけい
295 文具 ねずこんふでばこ ふでばこの中がねずこんのイラストでいっぱいのふでばこ
296 おもちゃ ねずこんもぐらたたき もぐらたたきゲームでねずこんがでてくるのをたたく
297 その他 ねずこんぼうし ねずこんの顔の形の帽子
298 文具 ねずこんふでばこ ねずこん色のふでばこ
299 おもちゃ ねずこんＰＳＰ ねずこんで相手を倒す
300 その他 ねずこんようふく ねずこんがプリントされた服
301 おもちゃ ねずこんゲーム ねずこん体操ゲーム
302 その他　 ねずこんふく （ほっぺがかわいい）ねずこんがプリントされた服　
303 その他 ねずこんすいとう ねずこんのイラストが入った水筒
304 おもちゃ ねずこんゲーム 遊ぶと楽しいねずこんのゲーム
305 その他 ねずこんくっしょん 寝るときに枕にできるクッション
306 その他 ねずこんジェットコースター ねずこんの絵があるジェットコースター、のるときもちいい
307 その他 ねずこけけしゴム ねずこん型の消しゴム
308 その他 ねずこんすいとう ねずこんの形をした水筒
309 その他 ねずこんのようふく ねずこんがプリントされた服
310 その他　 ねずこんなりきりセット 着るとねずこんになりきれる
311 文具 ねずちょう ねずこんの自由帳
312 文具 ねずこん消しゴム 蝶ネクタイがチャームポイントの消しゴム
313 文具 ねずこん定規 ねずこんをたくさんあしらった定規
314 その他 リュックサック ふわふわ生地のねずこんの形のリュックサック
315 文具 ねず言板 ねずこんのお腹賀がホワイトボードの用に使える
316 文具 ねずこん自由帳 ねずこんのイラストやプロフィールが表紙の自由帳
317 おもちゃ ねずこんラジコン ラジオとしても使えるねずこん型のラジコン
318 その他 ぬいぐるみ ふわふわしたねずこんのぬいぐるみ
319 その他 ねずこんまな板 プラスチック製のねずこん型のまな板
320 その他 ぬいぐるみ ふわふわしたねずこんのぬいぐるみ
321 その他 ねずこん人形 耳を押すとしゃべるねずこん型人形
322 その他 ねずこんの扇子 ねずこんのイラストが入った扇子
323 文具 ねずこんのメモ帳 2種類の柄があるねずこんのメモ帳
324 文具 ねず消し ねずみ大根の香りが眠気覚ましになるねずこん型消しゴム
325 文具 ねずこんのクリアファイル ねずこんが大きく載っているクリアファイル



ねずこんアイディアコンテスト応募一覧（町内学校２）

分野 作品タイトル 内容等

326 文具 ねずこんのふせん ねずこんの顔が上にでる付箋
327 文具 ねずこんMouse ねずこんのパソコン用マウス
328 おもちゃ ねずキュー ねずこんの足がタイヤになって遊べるチョロキュー風のおもちゃ
329 その他 ねずこんのキーホルダー おなかの部分がふわふわしている布製のねずこんのキーホルダー
330 その他 ねずこんペン ペンの頭の部分にねずこんが付いているペン
331 その他 キーカバー ねずこんのキーカバー
332 文具 ねずこんの筆記用具セット 筆箱、シャーペン、消しゴム、シャーペンが入った筆記用具がセット
333 その他 ねずこんヘルメット ねずこんのイラストが前についているロードバイク専用ヘルメット
334 その他 まな板 ねずこんの形のプラスティック製まな板
335 おもちゃ ねずこんの変身ベルト おもちゃの大根をベルトにさすとねずこんの歌が流れる
336 その他 ねずこんパジャマ ねずこんの着ぐるみ風パジャマ　フードがねずこんの顔
337 その他 膝掛け毛布 ねずこんのイラストが入った持ち運び可能な膝掛け毛布
338 その他 ねずこんのスマホスタンド 足と手でスマートフォンを支えられるねずこん型スマホスタンド
339 その他 ね！ずぅ電チュウ しっぽが巻取り式のねずこん型充電器　
340 文具 ブザコン ねずこん型の防犯ブザー　しっぽを引くと作動
341 その他 ねずこんパンツ ねずこんがドット柄風になっているパンツ
342 文具 ねずこんボールペン ペンのクリップ部分に坂城町のバラをつけ、ノック部分にねずこんがついたボールペン

343 おもちゃ ねずこん時計 ねずこんのお腹部分が時計になっている。手にねずみ大根を持っている

344 その他 ぱたぱたねずこん大根祭り ねずみ大根のレシピ。こどものおもちゃにもなる
345 その他 のびのびねずこん成長アルバム 壁掛けのアルバム。身長測定にも使えます。
346 その他 ねずこんの花束 大きさの種類を作ってバケツ入りフラワーポット
347 文具 学習帳 ねずこんの学習帳。他のライバルに対抗して。
348 おもちゃ ねずこんキーホルダー ねずこんのキーホルダー。おしゃれにも
349 おもちゃ ねずこんボトル 耳の部分で持ちやすくなったボトル。
350 その他 Tシャツ ねずこんのTシャツ。3色（黒、白、青）
351 その他 ねずこんタッパー ふたがねずこんになっているタッパ
352 文具 ブックカバー 手ざわりのいい素材で、耳や手足は飛び出しているねずこんのブックカバー

353 文具 シャーペン ねずこんのイラストつきのシャーペン
354 その他 スマフォカバー シリコン製、ねずこんといつでも一緒
355 文具 ねずこん筆ぽん ねずこん型の鉛筆キャップ、いつも身近に
356 企画 ねずこん一日町長 ねずこんが坂城町の一日町長します！
357 その他 小物入れ ねずこん型でクッション性の高い素材のかわいい小物入れ、頭を取り外し

358 その他 靴下 ねずこんの靴下、耳は飛び出して見える


