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「ゆるキャラ®グランプリ 2014」結果発表に関するお知らせ 

 

株式会社エムアップ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤宏一郎）と、株式会社ゆるキャラ

（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：西秀一郎）は、「ゆるキャラ®グランプリ 2014」グランプリ受

賞キャラクターが決定し、結果発表をしました事をお知らせいたします。 

 

記 

 

●「ゆるキャラ®グランプリ」概要 

 

「ゆるキャラ®グランプリ」とは、インターネット投票によるグランプリ形式のイベントです。 

2011 年グランプリは「くまモン」、2012 年グランプリは「バリィさん」、2013 年グランプリは「さの

まる」が輝いております。 

 

●「ゆるキャラ®グランプリ 2014」受賞キャラクター 

 

 
最後の最後まで大混戦でしたが、「ぐんまちゃん」（群馬県）が投票開始時からの勢いそのままにグラ

ンプリ戴冠。続いて準グランプリは、「ふっかちゃん」（埼玉県深谷市）、第３位には、「みきゃん」（愛

媛県）がそれぞれランクインしました。 

「ぐんまちゃん」は 2012年・2013年と第３位に輝いており、今回悲願のグランプリ獲得となりました。 

 

 

 

 



●「ゆるキャラ®グランプリ 2014」最終結果 

 

【ご当地キャラクターランキング】 

・グランプリ 群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」（群馬県） 

・準グランプリ 「ふっかちゃん」（埼玉県深谷市） 

・第３位  「みきゃん」（愛媛県） 

・第４位  「しんじょう君」（高知県須崎市） 

・第５位  「チャチャ王国のおうじちゃま」（京都府宇治市） 

・第６位  「与一くん」（栃木県大田原市） 

・第７位  島根県観光キャラクター「しまねっこ」（島根県） 

・第８位  「とち介」（栃木県栃木市） 

・第９位  「あゆコロちゃん」（神奈川県厚木市） 

・第 10位 「しっぺい」（静岡県磐田市） 

 

 

【企業・その他キャラクターランキング】 

・グランプリ 「バーバーくん」（東京都） 

・準グランプリ 「コバサン太」（愛知県） 

・第３位  「せとっち」（東京都） 

・第４位  「ぱんちゃん」（大阪府） 

・第５位  「だがやくん」（愛知県） 

・第６位  「モーリーズ」（東京都） 

・第７位  「ポンポン」（東京都） 

・第８位  「ぱどクン」（東京都） 

・第９位  「むじころう・むじこりん」（東京都） 

・第 10位 「わっしょくん」（大阪府） 

 

 
 

  

 

 

 



●2014年度グランプリ「ぐんまちゃん」（群馬県）プロフィール 

 

 群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」は、平成６年 10 月 15 日～16 日に開催

された、第３回全国知的障害者スポーツ大会「ゆうあいピック群馬大会」のマス

コット「ゆうまちゃん」として生まれました。 

 その後は、平成８年 11 月に開催された、第９回全国スポーツ・レクリェーシ

ョン祭「スポレク群馬'96」のマスコットとしても活躍、また、平成 16 年 10 月

16 日～19 日に群馬県で開催された、高齢者を主役としたスポーツ、文化、福祉

の全国的イベント、第 17 回全国健康福祉祭群馬大会「ねんりんピックぐんま」

でも、マスコットとして活躍しました。 

 そして、平成 20 年７月、東京に「ぐんま総合情報センター（愛称：ぐんまち

ゃん家（ち））」がオープンしたことを契機に、県外の人にも群馬県のマスコット

としてわかりやすいよう、呼称を「ぐんまちゃん」とあらためました。 

 現在は、群馬県のマスコットとして、県のイメージアップにがんばっています。

 
「ぐんまちゃん」

（群馬県） 

• 誕生日 ２月 22日 

• 年齢 ７歳 

• モチーフ ポニー 

• 平成 24年 12月 21 日から群馬県宣伝部長に就任しました。 

 

●「ゆるキャラ®グランプリ 2014」投票概要・総評 

 

「ゆるキャラ®グランプリ 2014」は、７月１日（月）からエントリーを受け付け、９月２日（火）か

らインターネット投票がスタート、10月 20 日（月）に投票が終了いたしました。その結果、1,699 キ

ャラ（内、自治体キャラクター1,168体、企業キャラクター531体）のエントリーと全キャラクターへ

の投票数が 2,267万票に達しました。 

これは昨年のエントリー数 1,580 キャラ、投票数約 1,743 万票を大幅に上回り、過去最高のエントリ

ー数と投票数を記録いたしました。  

 

より一層の話題性と注目度のもとで「ゆるキャラ®グランプリ 2014」は、2014 年 11 月１日（土）～

３日（月・祝）の期間に、『ゆるキャラ®グランプリ 2014 in あいち セントレア』として実施しまし

た。今年度は各種交通機関とセットになった入場券の販売や、来場ゆるキャラ®が一番励まされた応援

メッセージを贈ってくれた方には、ゆるキャラからメッセージが届く「ゆるキャラ®グランプリ応援メ

ッセージ」の募集、「おもてなしゆるキャラ®隊」として地元ゆるキャラさん達が来場者をお出迎えし

たりと、各種イベントも実施いたしました。 

 

さらに、インターネット投票に加え、初の試みでもある『ゆるキャラ®グランプリ 2014 in あいち セ

ントレア』のイベント開催期間中、来場者による決戦投票を行いました。インターネット投票数に、

３日間の会場内での得票数を加算してグランプリの結果に反映し、その結果、今年度のグランプリ、「ぐ

んまちゃん」（群馬県）が決定しました。 

 

 また、『ゆるキャラ®グランプリ 2014 in あいち セントレア』の開催にあたり、当社運営の「ゆる

キャラ®グランプリ公式ショップ」では、歴代グランプリを獲得した人気キャラクターの商品を中心に、

会場内で唯一のグッズショップとして実店舗を出店し、非常に多くのお客様にご来店いただきました。 

 

 

「ゆるキャラ®グランプリ 2014 in あいち セントレア」 

http://yurugp2014aichi-centrair.com/ 
 

 

http://yurugp2014aichi-centrair.com/


●「ゆるキャラ®グランプリ 2014 in あいち セントレア」開催概要 

 

開催名称 ： ゆるキャラ®グランプリ 2014 in あいち セントレア 

開催日程 ： 2014 年 11 月 １ 日（土）、２ 日（日）、３ 日（月・祝） 

開催時間 ： ９：00 ～ 16：00 

開催会場 ： 中部国際空港 セントレア 屋外特設会場 

入 場 料 ： １日 500 円（未就学児、入場無料） 

※環境整備、ごみ処理などの費用として充当いたします。  

※各種交通機関とセットになった入場券も販売しています。 

主  催 ： ゆるキャラ®グランプリ 2014 in あいち セントレア製作委員会 

後  援 ： 愛知県／名古屋市／（一社）愛知県観光協会／（公財）名古屋観光コンベンションビュ

ーロー／知多半島観光圏協議会（※）／日本郵便 東海支社 

※ 知多半島５市５町（半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・

南知多町・美浜町・武豊町）を始め、各市町の観光協会、商工会、商工会議所、観光事

業者などで構成 

名誉顧問 ： 愛知県知事 大村秀章 

特別協力 ： 中部国際空港 セントレア 

 

 

メディア協力 ： 東海テレビ放送／中京テレビ放送／CBCテレビ／メ～テレ／テレビ愛知／CBCラジオ

／東海ラジオ放送／ZIP-FM／エフエム愛知／東海ウォーカー／Cheek 

フレンドシップパートナー ： 株式会社ファミリーマート 

オフィシャルメディアパートナー ： 読売新聞社 

オフィシャルパートナー ： 株式会社ファミマ・ドット・コム 

             フタバ株式会社 

協  力 ： ゆるキャラ®グランプリ実行委員会 

 
 
 
【参考データ】 

 

◆ゆるキャラ®グランプリ 2013 

エントリー数：1580体（ご当地ゆるキャラ：1,245体、企業ゆるキャラ：335体） 

投票数：約 1,743万票 

発表イベント入場者数：45万人 

優勝キャラ：さのまる（栃木県佐野市） 

 

◆ゆるキャラ®グランプリ 2012 

エントリー数：865 体 

投票数：約 659 万票 

発表イベント入場者数：29万５千人 

優勝キャラ：バリィさん（愛媛県今治市） 

 

◆ゆるキャラ®グランプリ 2011 

エントリー数：349 体 

投票数：約 333 万票 

発表イベント入場者数：13万５千人 

優勝キャラ：くまモン（熊本県） 

 

 

「ゆるキャラ®グランプリオフィシャルウェブサイト」 

【URL】 http://www.yurugp.jp/ 
 

「ゆるキャラ®グランプリ 2014 in あいち セントレア」 

【URL】 http://yurugp2014aichi-centrair.com/ 

http://www.yurugp.jp/
http://yurugp2014aichi-centrair.com/


※参考情報  

 

・株式会社エムアップ 代表取締役 美藤宏一郎  

本社 東京都渋谷区渋谷二丁目 12 番 19 号 東建インターナショナルビル本館 5 階  

事業内容 携帯コンテンツ配信事業、PC コンテンツ配信事業、e コマース事業  

URL http://www.m-up.com/  

  

・株式会社ゆるキャラ 代表取締役 西 秀一郎  

本社 東京都渋谷区渋谷二丁目 12 番 19 号 東建インターナショナルビル本館 5 階 

事業内容 ゆるキャラ®の普及、ゆるキャラ®グランプリの企画、運営  

  

・本リリースに記載されている商品名、サービス名称等は、各会社の商号、商標または登録商標で

す。 また記載される社名、サービス名及びサイト名には必ずしも商標表示®、TM を付記しておりま

せん。  

・「ゆるキャラ」は(有)みうらじゅん事務所の登録商標です。  

・その他、本リリースに記載されている商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

・サイトの閲覧、利用に際しては、別途パケット通信料が必要となります。  

  

■本件に関するお問い合わせ先  

株式会社エムアップ  

ＩＲ担当 E-Mail ：ir-support@m-up.com 


