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「ゆるキャラ ®で地域の魅力を発信」　 　PART 1

熊本県商工観光労働部観光経済交流局
くまもとブランド推進課

「くまモン」人気とその戦略

驚きの数字
　平成 25 年 12 月末、日本銀行熊本支店は、

くまモンが熊本県にもたらした経済波及効果

について、過去 2 年間で 1,244 億円、同じ期

間の広告効果は別途 90 億円という数字を発

表しました。

　私たちから見ても驚くべき数字をたたき出

したくまモンは、どのようにして生まれたの

でしょうか。

くまモン誕生
　平成 22 年 3 月、熊本県では、翌年の九州

新幹線全線開業を控え、県民自らが身の回り

の魅力を再発見し、多くの人に広めていく「く

まもとサプライズ」運動をスタートさせまし

た。

　このキャンペーンキャラクターとして誕生

した「くまモン」。熊本県出身の放送作家で

ある小
こ

山
やま

薫
くん

堂
どう

氏と、デザイナーの水野学氏の

手によって誕生しました。

　くまモンの「モン」は熊本弁で「～者」と

いう意味。つまり、熊本の者を略して「くま

モン」です。「くまもとサプライズ」にちな

んで、びっくりした表情をしています。

　同年 7 月、私たちは、くまモンを隊長とす

るくまモン隊を結成しました。くまもとサプ

ライズを広めていくためのツールとして、熊

本の良いところをぎっしり歌詞に詰め込んだ

「くまもとサプライズ！」という曲と、それ

に合わせて踊る「くまモン体操」を製作し、

連日、保育園・幼稚園や学校、商店街、各地

のイベントなどでくまモン体操を踊りまし

た。

　後述する「KANSAI 戦略」と比較すると

地味な活動ですが、くまモンは、子どもたち

だけでなく、親御さんをはじめとする大人の

心までもしっかりとつかむようになり、少し

づつ固定ファンもつき始めました。

H22.7 くまモン隊出発式で行ってくまーす！
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　今でこそ、くまモンは出動依頼が年間 2,000

件を超えるほどに成長しましたが、当初は、

保育園に電話しても、「くまモンって何です

か？」「来てもらっても困ります」と断られ

ることがざらで、観客が数人しかいないス

テージでも踊りました。くまモン隊はその苦

労と初心を忘れず、今でも保育園・幼稚園に

は、できる限り出動するようにしています。

「KANSAI 戦略」の最重要時期に
くまモンを活用
　熊本では、九州新幹線が全線開業すると、

通過駅になったり、大都市へのストロー現象

が起きるのではないかとの危機感があり、開

業後直通で結ばれる関西・中国地方で熊本

の認知度を向上させるため、平成 20 年から

「KANSAI 戦略」を実施していました。

　平成 22 年 9 月、いよいよ半年後に九州新

幹線全線開業を控え、「今までと同じやり方

では認知度は上がらない。思い切ってくまモ

ンを集中活用しパブリシティを獲ろう。まず

はくまモンを知ってもらって興味を持って

もらえればよいのではないか！」と考え、具

体的には、以下のようなことを実施しまし

た。

○熊本色、行政色を控え、連日、大阪の観光

地や市民公園などに、パンフレットを配ら

ない“出没”を繰り返す「神出鬼没大作戦」

○ WEB、交通広告、ツイッター、新聞、ラ

ジオといったメディアを活用し、大阪に出

張中のくまモンが知事からのミッション

「名刺 1 万枚を配ること」が嫌になり失踪

したので、知事が捜索を呼びかけ、みんな

に励まされながらミッションを達成すると

いうストーリ性を持たせた「くまモン話題

化計画」

○ゆるキャラ史上初、一週間吉本新喜劇の舞

台に立ち熊本を PR（知事とスザンヌ熊本

県宣伝部長とも共演）

　九州新幹線全線開業の話題は、どうしても

終着駅の鹿児島県ばかりが取り上げられがち

でした。しかし、このような展開により、当

初のねらい以上にパブリシティを獲得するこ

とができ、熊本の認知度も向上し、存在感は

大きく増したと思っています。

ゆるキャラから“売るキャラ”へ
～営業部長くまモン～
　そして平成 23 年 3 月、ついに九州新幹線

全線開業の日を迎えましたが、東日本大震災

という不測の事態により、予定していたイベ

ントはやむなく中止とせざるを得ませんで

した。

　しかし、この日のために頑張ってきたくま

モンは、知事からこれまでの功績を認められ、

県の PR キャラクターとして活動を続けるこ

とになりました。「KANSAI 戦略」で知名度

が上がり、地道な活動で固定ファンもつけた

H22.12　大阪城だモン！

特　集　「地域の魅力を発見 !! 」
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「ゆるキャラ ®で地域の魅力を発信」

くまモンの人気は上々。真夏の 8 月の出動回

数は 166 回と大活躍でした。

　同年 9 月、くまモンは知事から「熊本県営

業部長」の辞令を受けました。目指すは「ゆ

るキャラから“売るキャラ”へ」。

　くまモンが実際に企業を訪問し、県産品を

使った加工品の提案をしていき、その話題性

で県産品の PR につなげていく、できればコ

ラボ商品の開発までとの期待で始めました

が、最初は、訪問さえもなかなか受け入れて

いただけませんでした。

　しかし、地道な活動の結果、どうにか訪問

が実現しただけでなく、企業の方々からご賛

同までいただき、熊本県八代地域の特産柑橘

「晩白柚（ばんぺいゆ）」を使ったソフトキャ

ンディや熊本特産「デコポン」ジュースなど

全国発売されるコラボ商品もできました。ま

た、この年には熊本県内と関西での活動と並

行して、東京でもＰＲ活動を開始しました。

　このような活動が実を結んだのか、くまモ

ンは、11 月に開催された「ゆるキャラ ® グ

ランプリ 2011」において優勝を果たし、そ

の後は、大手企業の方からコラボ商品のご提

案もいただくようになりました。

楽市楽座～利用許諾の無償化～
　平成 22 年、熊本県はデザイナーの水野氏

からくまモンの著作権を譲り受けました。そ

して、同年 12 月、くまモンを通じて熊本に

興味を持ってもらうため、くまモンのイラス

ト等を申請すれば無料で商品等に利用できる

ようにしました。利用条件は、熊本県や県産

品の PR 促進につながると認められた場合で

す。許諾件数は、当初は月 100 件程度で推移

していたものの、「ゆるキャラ ® グランプリ

2011」以降は月 400 件となり、さらに昨年は、

月 600 件を超えるペースとなっています。

　また、平成 26 年 1 月末における累計許諾

件数は約 15,400 件となっています。

　関連商品の売上高は、平成 23 年は 1 年間

で 25 億円超でしたが、翌年は 293 億円を超

え、平成 25 年は 400 億円を突破する見込み

です。

くまモン人気の秘密と今後のくまモン
　くまモンの人気がブレイクした要素はいく

つかあります。以下の要素がうまく絡み合い

高めあう、正のスパイラルが働いていると考

えます。

○ユーモラスでユニークな動き（見た目と

違って意外と動ける、くまモン体操を踊れ

る機敏さ）

○地元で地道に活動し、熊本県民に愛された

○「KANSAI 戦略」で採用したメディアミッ

クスによるプロモーション

○ SNS、YouTube、オフィシャルサイトに

よる情報の拡散

○無料によるくまモン著作権の利用制度

○トップの理解と支援

○職員やスタッフなど携わるものが楽しんで

やっている

　案外、一番最後の要素が大きいのかもしれ

ません。

　平成 24 年度からは

①くまモンのブランド価値向上

②くまモンと熊本の関連性強化

③持続可能な仕組みづくり
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特　集　「地域の魅力を発見 !! 」

の 3 本を柱に取組んでいます。

　その一環として、出会った人々に温かさを

もたらす特性を最大限に生かして、くまモン

が全国各地を訪問し、元気を届けるとともに

地域間の交流を進める「くまもとから元気を」

プロジェクトを開始しました。

　平成 25 年 4 月からは、「くまモンに教

えてあげたいような普段の生活の中での

ちょっとした幸せやサプライズを感じた瞬

間のエピソード」を募集し、それを基に作成

した、くまモンの 4 コマ漫画を地元紙に掲

載しています。

　さらに、昨年には、海外へも大きく進出し

ました。

　フランスでのジャパンエキスポ参加や、ア

メリカのハーバード大学では蒲島知事と共に

登壇を果たし、海外の老舗ブランドとコラボ

したぬいぐるみ、クリスタル等も発売されま

した。

　くまモン人気の上昇と共に、なかなかくま

モンに会うことができないといったファンの

方々の声も寄せられるようになりました。そ

こで、くまモンの部長室を備え、くまモンに

会うことができる「くまモンスクエア」を熊

本市内にオープンさせました。オープン後半

年余りで、県内外から 20 万人を超える方々

にご来場いただき、新たな観光地の一つとな

りつつあります。

　さらに、今年は、営業部長職と併せ、新た

な部署として設立された“熊本県しあわせ部”

の部長に就任し、県民の幸せづくりを牽引す

る役割を果たしています。

　このような活動を通じ、くまモンが県民を

始め多くの方々に末永く愛されるキャラク

ターになることで、さらなる熊本県の認知度

向上、県民の幸福量の増大を目指して参りま

す。

H25.7　エッフェル塔でよろしくまー☆
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