
ねずこんアイディアコンテスト応募一覧（町内学校１）

分野 作品タイトル 内容等

1 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
2 文具 はさみ ねずこんの耳がハサミの持ち手に刃先はねずこんケースにしまう
3 文具 印鑑ケース ねずこん型の印鑑ケース　耳の部分にインク　フタ側は印鑑マット
4 文具 えんぴつ ねずこんの付いているえんぴつ
5 文具 えんぴつキャップ ねずこんの顔の形のえんぴつキャップ
6 文具 液体のり 顔がキャップになっている液体のり
7 その他 ねずこんキャップ ねずこんの顔の帽子タイプ　
8 その他 ペロペロキャンディ ねずこんの顔の形のキャンディ（ライム味とソーダ味）　
9 おもちゃ ねずこんおとし だるま落としのようにねずこんを胴体をたたいておとす

10 その他 ねずこんだきまくら 肌触りがいいねずこん型だきまくら　大人用・子供用の2種類
11 その他 ねずこんきんちゃく きんちゃくの紐を閉じるとねずこんの顔になる
12 その他 ねずコイン ねずこん型のシリコン製貯金箱
13 その他 ねずこんマンホール 坂城町の特産物に囲まれているねずこんのマンホール
14 その他 ねずこんカレンダー ねずこんのお腹部分がカレンダーになる
15 その他 ねずちゃん ねずこんの妹
16 おもちゃ 歩くねずこん ぜんまいを回すとねずこんが歩くおもちゃ
17 文具 ねずこんものさし ねずこんとバラが描かれたプラスチック製ものさし
18 食品 ねずこんかまぼこ ねずこんの絵が入ったかまぼこ
19 食品 ねずこんプリン ねずこんカラーのプリン（緑は抹茶、白はミルク）
20 企画 ねずこんバス ねずこんデザインのバスを坂城町の観光バスに
21 文具 ねずこん鉛筆・消しゴム おもちゃのねずこん付き鉛筆、ねずこんのイラスト入り消しゴム
22 文具 ねずこんのスケッチブック ねずこんが表紙のスケッチブック（自己紹介付き）
23 その他 ねずこん弁当箱 ねずこんのイラストが入った弁当箱
24 その他 ねずこん弁当箱 ねずこん型の弁当箱　ねずこんが特産物のりんごやぶどうを持っている

25 文具 ねずこんセット ねずこん型の消しゴムとねずこんの顔が付いた鉛筆の文具セット
26 食品 ねずこんクッキー 季節によって味や形を変えるねずこん型のクッキー
27 その他 ねずこんかけぶとん 布団の表面にねずこんのイラストがいっぱいある布団
28 食器 ねずこんランチセット ねずこんの顔の形のお皿等の食器セット（フォーク、スプーン、箸、コップ）

29 その他 ねずこんカレンダー ねずこんがその月のプレートを持っているカレンダー
30 食器 ねずこん食器 ねずこんのイラスト入り食器（コップ、お茶碗、フォーク、スプーン）
31 その他 ねずこん文具セット ねずこんのイラスト入り文具（キャップ、消しゴム、ふでばこ）
32 文具 ねずこんペンポーチ ポーチ型のペンケース　バラを持っているねずこんがポイント
33 文具 ねずこんノート ノートの隅がパラパラ漫画風になるノート（メモ帳）
34 食器 ねずこん弁当箱 ねずこん型の弁当箱　両手足が磁石になっていて容器をこぼれないよう固定できる

35 その他 ねずこんスリッパ ねずこんの形のスリッパ　耳の部分の大きさを変え歩きやすい
36 食品 ヘルシーさわやかねずこんバーガー ねずみ大根おろしとねずみ大根ドレッシングを使ったハンバーガー
37 おもちゃ 村上海賊ねずこんラジコン 村上海賊バージョンのねずこんラジコン
38 文具 ねずこん消しゴム ねずこん型の消しゴム　お腹の部分に小さな消しゴムを入れられる
39 おもちゃ ねずこんラジコンヘリコプター ねずこんの顔の形、プロペラは大根の葉風のラジコンヘリコプター
40 その他 坂城町においでよ！ 「坂城町においでよ！」とねずこんが手を挙げているデザインの缶バッジ

41 おもちゃ ねずこんサッカーボール ねずこんのイラストが入ったサッカーボール
42 おもちゃ ねずこんラジコン 歩くねずこん
43 おもちゃ ゆらゆらねずこん 太陽光パネルに太陽が当たると、ねずこんがゆらゆらゆれる
44 文具 ねずこん定規 ねずこんがハートや星に囲まれているデザインの定規
45 文具 ねずこん定規 緑と白のしましま模様とねずこんのイラストにNEZUKONと描かれた定規

46 その他 ねずこんタオル・ハンカチ 耳だけ別に付いた、ねずこんのイラストのタオル・ハンカチ　
47 食器 ねずこんコップ ねずこんとバラの花がたくさん描かれたデザインのコップ
48 その他 ねずばこ ねずこんがウインクしたデザインのもこもこ素材でできたふでばこ
49 その他 ねずこんランドセル ねずこんのイラストが入ったランドセル
50 その他 ねずこんスマホカバー ねずこん型のスマホケース　足と尻尾で立たせることができる
51 その他 ねずこんはっぴ ねずこんや坂城町のおいしいものがプリントされた法被
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52 おもちゃ ねずこんガチャポン ねずこんグッズ（ストラップ、起き上がらせ小法師など）が出るガチャポン

53 その他 ねずこん着せ替え服 ねずこんのぬいぐるみに着せ替えできる服　例・・・スカートなど
54 おもちゃ ねずこんマトリョーシカ ねずこんのマトリョーシカ
55 食器 ねずこんの皿 端にはねずみ大根がポイントのねずこんのイラスト入りのお皿　
56 食品 ねずこん金太郎飴 ねずこんの金太郎飴
57 食器 ねずこんスライサー ねずこん型のスライサー　切る、おろす、むくことができる
58 おろし ねずこんおろし ねずこん型おろし器　お腹がおろす場所　耳は持つ場所
59 その他 ねずこんデジタル時計 ソーラー式のねずこんのデジタル時計
60 その他 ねずこんカードさし ねずこんの手にカードをさせる　背中には磁石がついている
61 その他 ねずぺん ねずこんの形をしたボールペン（赤黒2色）　ねずこんの耳を引くとペンが出る

62 その他 ねずこんマウス ねずこん型のパソコン用マウス
63 その他 防犯パトロール マグネット ねずこん型のマグネット　ねずこんがハートを持ち「防犯パトロール実施中」と書かれている

64 その他 ねずこん防犯ブザー ランドセルにつけるねずごん型防犯ブザー　ねずこんのしっぽを引くとブザーがなる

65 その他 ねずこん防犯ブザー ねずこんの形の防犯ブザー。小学生のランドセルなどに使用
66 その他 イベント用はっぴ・キャップ 町イベントで着用して盛り上げる
67 文具 ねずこんプリント・セロテープ ねずこんがぷりんとされたセロテープ
68 食品 げんきもりもり ねずこんふりかけ ねずみ大根のふりかけ真空パックなどにしてレンジでチン
69 おもちゃ おきあがり　ねずこん ねずこんのおきあがりこぼし。
70 文具 ねずこん文具セット ねずこんの文具セット。いろいろねずこんになってるよ。
71 食品 ねずこんケーキチップス ねずこんの絵が描いてあるチップスです。
72 食品 ねずこんチョコ ねずこんの形ををしたチョコレート。
73 その他 ねずこんはっぴ 坂城町のはっぴにぼうしがついている。
74 その他 ねずこんスリッパ ねずこんのスリッパ。足を入れるところを丈夫に。
75 その他 ねずこんふわふわ手袋 ねずこんの形をした手袋。
76 その他 ねずこんショッピングバッグ エコバック、お買い物したときにどうぞ
77 その他 ねずこんエプロン 手がポケットになっているねずこん。
78 その他 ねずこん！だきまくら ちょっとふわふわな生地。目と鼻はビーズ素材
79 文具 ねずこんの鉛筆削り 小さめな鉛筆削り
80 その他 ねずこんぼうし ねずこんの顔のぼうし
81 おもちゃ ねずこんウォッチ ねずこん型腕時計。防犯ブザーもついてるよ。
82 その他 ねずこんパジャマ ねずこんになりきれるパジャマ。
83 その他 ねずこんのエコバッグ エコバック、お買い物したとき袋もらわずエコ。
84 食器 ねずこんの湯のみ ねずこんの絵が書いてある湯のみ
85 企画 みぃこん ねずこんのお友達。ピンクでかわいい
86 企画 電車車体にねずこん ラッピング電車。
87 その他 ねずこんTシャツ 裏表にねずこんが書いてあるTシャツ。
88 食品 ねずこんケーキ 緑色のスポンジに大きなねずこんをチョコレートで書く。
89 その他 ねずこんどけい めざましねずこん。
90 文具 ねずこん消しゴム ねずみ大根のにおいがする消しゴム。
91 食品 ねずこん焼き たい焼きのねずこんの形。
92 その他 ねずこんエコバッグ ねずこんのエコバック。折りたためばキーホルダーになるよ。
93 その他 ねずこんブックスタンド 本を読みたくなるブックスタンド。
94 食品 ねずこんパフェ 抹茶とチョコクッキーで作ったねずこん。複数の層になっている。
95 その他 ねずこんマスク ねずこんの形をしたマスク
96 食品 ねずこんのうどん ねずこんの持っているうどんを落とすと震える。
97 その他 ねずこんぽんちょ ねずこんになれるポンチョ。
98 おもちゃ ねずこんめざましどけい 温度も測れる目覚まし時計。
99 文具 ねずこん定規 ねずこんがたくさんいる定規

100 その他 ねずこん耳あて 両側がねずこんになっている耳あて。
101 その他 ねずフォンケース 携帯ケース。
102 その他 ねすこんぼうし ねずこんの形をした帽子。
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103 文具 ねずこんパズルレター パズルになっている手紙。
104 その他 ねずこんマグネット ねずこんの形したマグネット。
105 文具 ねずこんレターセット ねずこんが書いてあるレターセット。
106 食品 ねずこんバー ねずこんの形をしたアイス。
107 文具 ねずこんシャーペン 押すところがねずこんになったシャーペン。
108 文具 ねずこん学習ノート 練習ノートになっているノート。
109 食品 ねずみ大根チップス ねずこんの形のチップス。
110 その他 ねずこん珍百景 ねずこんの移動する際が面白いので
111 その他 ねずこん絵本 お話を応募して本にする。
112 おろし ねずこんおろし ねずこんの形のおろしがね。
113 その他 ねずこんライト 照らすとねずこんが浮かび上がるライト。
114 その他 ねずこん絵本 飛び出す絵本。
115 その他 ねずこん時計 ねずこんの時計。置物にも利用可。
116 おもちゃ ねずこんオルゴール ねずこんの歌が流れるオルゴール。
117 食器 ねずこん皿 プラスチックでできているねずこんのお皿。
118 文具 ねずこんふで箱 たくさんいれられる筆箱。顔や尻尾のぽっけにたくさんいれられる。
119 おもちゃ ねずこんまとめてすごろく いろいろ命令が書いてあるすごろく。
120 文具 ねずこんペンポーチ ねずこんだらけのポーチ。
121 文具 ねずこんノート ねずこんのノート。真ん中にシールあり。
122 その他 ねずこん時計 ねずこんの顔をした時計。
123 その他 ねずこんぼうし ねずこんの顔の帽子。
124 その他 ねずこんのアルミ缶 ねずこんのアルミ缶。
125 おもちゃ ねずこんバッジ ねずこんが印刷されたバッジ。
126 その他 ねずこん写真立て ねずこんの全身の写真たて。
127 その他 ねずこんマグカップ ねずこんの耳がついているマグカップ。
128 食器 ねずこん水筒 ねずこんの形をした水筒。
129 食器 ねずこんマグカップ ガラス製のマグカップ
130 企画 ねずこんの家族 お父さんやお母さんなどかわいくしている。
131 食品 ねずこんソフトクリーム ソフトクリームにねずこんをトッピング。
132 企画 坂城町の良い所 ねずこんがいいところを紹介する。
133 食品 ねずこんカップケーキ 中に果物を入れたカップケーキ。
134 その他 ねずこんキーカバー 頭のところに穴が開いている。そこにチェーンなどいれる。
135 その他 ねずこんめざまし ねずこんのシルエットがかわいい目覚まし。
136 おもちゃ だるこん 普通より太っていてコロコロ転がる。
137 食品 ねずかま ねずこんの顔のかまぼこ。
138 食品 ねずまき！！ ねずみ大根を巻いた料理。
139 食器 ねずこんほにゅうびん ねずこんの形をした哺乳瓶。
140 おもちゃ ねずこんカー ねずこんのかわいい車。
141 文具 ねずこん定規 半分で色が分かれる定規。
142 文具 ねずこんのペンたて ねずこんとねずみ大根のペン立て。
143 文具 ねずこん鉛筆けずり 小さい筆削り。
144 おろし ねずこんおろし器 ねずこんのお腹ですりおろせるよ。
145 その他 かんたんねずこん 簡単にねずこんになれる帽子。
146 文具 ねずこんボールペン 白と緑のコントラストがかわいいボールペン。
147 その他 ねずこんキャンドル ねずこんがバラを持っているキャンドル。
148 文具 ねずこん色えんぴつ ねずこんの尻尾が色鉛筆になっている。
149 おろし 大根すりすりねずこん お腹ですれる大根おろし。
150 その他 おそろいのストラップ 好きな人と使えるストラップ。
151 文具 ねずこんメジャー ねずこん型でしっぽがのびて計る、右手をおすともどる
152 食器 ねずコーンスプーン コーンをすくうスプーン。
153 食器 ねずこんピラー ねずこんの形をしたピーラー
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154 その他 ねず根手かがみ 裏にねずこんがあしらわれた手鏡。
155 文具 ねずこんじょうぎ いっぱいねずこんが入った定規。
156 文具 ねずこんふでばこ チャックがばらがチャームポイントの筆箱。
157 食器 ねずこんなべ シリコン製のふたつきなべ。
158 文具 ねずこんえんぴつ・消しゴム 特産品が入った鉛筆など。
159 その他 ねずバンこん ねずこんの貯金箱。
160 企画 ねずこん新聞 ねずこん専用新聞。
161 食器 ねずこんスポンジ お手伝いが楽しくなるスポンジ
162 その他 ねずこんブザー しっぽをひっぱると鳴る防犯ブザー
163 その他 ねずこんストラップ どこでも持ち歩けるねずこんストラップ
164 その他 ねずこんサッカーボール ねずこんが大きく書かれたサッカーボール
165 その他 ねずこんバット ねずこんに似た太いバット。
166 文具 ねずこんのはさみ ねずこんの耳を取っ手にしたはさみ。
167 その他 ねずこんユニフォーム ねずこんのユニフォーム。
168 文具 ねずこんノート いろいろな科目のノート。
169 その他 ねずこんTシャツ 坂城町限定Tシャツ。
170 文具 ねずこん消しゴム 消しゴムがねずこんの形になっている
171 食器 スライサーねずこん ねずこんの顔のスライサー。
172 文具 ねずこんぶんちん ねずこんの形の文鎮。


