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資料提供

2022 年 8 月 16 日

報道関係各位

和歌山県高野町

「わかやま共通返礼品応援隊 決起イベント」のご案内

サンリオキャラクター、和歌山の「共通返礼品」の応援隊に就任

ハローキティがヒラヒラ衣装で大師音頭や天狗の舞に挑戦！？
自治体の伝統文化にちなんだチャレンジを実施！

7 自治体のオリジナルデザインぬいぐるみを初お披露目
【日 時】2022 年 8 月 23 日(火)11:00～12:15 ※10:30 受付開始・先着順
【会 場】県民交流プラザ・和歌山ビッグ愛 １階大ホール（〒640-8319 和歌山県和歌山市手平 2 丁目 1-2）
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。和歌山県内の５自治体（九度山町、高野町、湯浅町、美浜町、由良町）
は 2022 年 8 月 23 日（火）11:00 より、「わかやま共通返礼品応援隊 決起イベント」を行います。
和歌山県九度山町（幹事町）をはじめとした和歌山県内の８自治体（九度山町、高野町、湯浅町、美浜町、由良町、すさみ
町、那智勝浦町、北山村）は、2022 年 4 月 20 日にサンリオキャラクターの「ハローキティ」、「ぽこぽん日記」、「ハンギョドン」が和歌山
の「わかやま共通返礼品応援隊」に就任することを発表いたしました。8 町村は、オリジナルデザインのハローキティのぬいぐるみを製作し、
各自治体のふるさと納税のプロモーションに活用いたします。
本イベントでは、この取り組みを代表して、「九度山町」「高野町」「湯浅町」「美浜町」「由良町」の有志の 5 自治体首長が登壇し、
各自治体のオリジナル ハローキティぬいぐるみを初お披露目いたします。さらに、ハローキティにも登壇いただき、各自治体それぞれにちな
んだチャレンジを実施。ハローキティが天狗の舞や大師音頭を踊ったり、柿の収穫体験をしたりするなど 5 つの挑戦を通して、自治体の
首長とともに自治体の魅力を伝えます。
オリジナルデザインのハローキティのぬいぐるみは、登壇する 5 自治体に加え、「那智勝浦町」「北山村」の 7 自治体の申し込み受付
を同日より各自治体が提携する納税サイトにて開始いたします。
ご多忙な時期とは存じますが、是非ともご出席賜りますようお願い申し上げます。なお、別紙の出欠確認用紙に必要事項をご記入
の上、2022 年 8 月 22 日（月）18 時までにご返信いただけますと幸甚です。

※誠に恐れ入りますが、本案内状をもっての報道はお控えいただきますようお願い申し上げます。
■わかやま共通返礼品応援隊 決起イベント
■日時
■内容

：2022 年 8 月 23 日（火） 11：00～12：15
【受付開始 10：30／ブリーフィング 10：50～】※撮影場所は、先着順となります。
：11：00～ 司会登壇・取り組みのご説明
11：03～ 共通返礼品幹事町・九度山町・岡本町長ご挨拶
11：08～ サンリオ・ライセンス営業本部 ゼネラルマネージャー・朝山さんご挨拶
11：13～ ハローキティ登壇・ハローキティによる 5 つの挑戦&各自治体の PR（各 1 分）
11：48～ 質疑応答
12：03～ フォトセッション

※各首長・担当者への個別取材を受け付けております。
ご希望がございましたら事前にご連絡ください。
※当日、プログラムが変更になる可能性がございますので、ご了承ください。
※誠に恐れ入りますが新型コロナウイルス感染症対策のため各媒体、ご出席者は最小限の人数でお願い致します。
■登壇者 :九度山町・岡本町長、高野町・平野町長、湯浅町・上山町長、美浜町・籔内町長、由良町・山名町長
ハローキティ、サンリオ営業本部ゼネラルマネージャー・朝山
■場所

：県民交流プラザ・和歌山ビッグ愛 １階大ホール（〒640-8319 和歌山県和歌山市手平 2 丁目 1-2）
＜本件に関するお問い合わせ先＞
「わかやま共通返礼品応援隊 決起イベント」イベント運営事務局（株式会社 CCPR 内）
担当:新庄／FAX：050-5434-3027
携帯: 050-5434-3027(新庄)／Email: shinjo@ccpr.jp(新庄)
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■オリジナルキャラクター詳細&イベント当日のチャレンジについて
■【共通返礼品】について
「共通返礼品」は、複数の自治体が協力して取り扱うことができるふるさと納税の制度です。2019 年よりふるさと納税の新制度で返礼
品が「地場産品」に限定されたことにより、自治体ごとの特産品の差を無くすために導入された新たな仕組みです。近年、自治体同士
が連携した「共通返礼品」の取り組みは全国でも広がりを見せています。
■自治体オリジナルデザイン（一部）
・九度山町
九度山町は真田幸村ゆかりの地として多くの歴史・文化遺産が現存しています。鮪
など和歌山を代表する産品を数多く取り揃えています。
オリジナルデザインのハローキティでは、関ヶ原の戦いの後、大坂の陣に出るまで約１
４年間をすごした戦国武将「真田幸村」ゆかりの町と、品質の高い富有柿が生産さ
れている町であることをＰＲしたいため、幸村の甲冑姿で名産の柿を持たせています。

・高野町
自然・歴史・文化・伝統のある高野町。世界遺産「高野山」は一度は訪れたい観光
地。名産は希少価値の高い松茸や、地元で生産されるごまどうふです。
その他にも、ふるさと納税では地元生産のホップで作られたクラフトビールなど魅力的
な返礼品が目白押しです。
オリジナルデザインのハローキティでは、高野山にお参りしているお遍路さんをモチーフに
しています。

・湯浅町
湯浅町は醤油醸造発祥の地として栄え、今なお残る古い町並みは国の重要伝統
的建造物群保存地区に選定されています。温暖な気候に恵まれた地で栽培された
みかんがふるさと納税の返礼品として人気です。また、漁獲量が県下有数を誇るしら
すなどたくさんの返礼品があります。
オリジナルデザインのハローキティでは、醤油の醸造家の姿をモチーフにしたデザインをし、
リボンの中に有名な有田みかんを入れています。

・美浜町
美浜町には長さ 4.6 キロに及ぶ松林があり昭和 58 年に「二十一世紀に引き継ぎた
い「日本の名松百選」に選ばれ、隣接する煙樹海岸は昭和 62 年に「二十一世紀
に引き継ぎたい日本の白砂青松百選」に選ばれています。
また、美浜町が誇る松林の松場を堆肥化し、それを使用する事で松きゅうり・松トマ
ト・松いちごという「松ブランド野菜」が栽培されています。
オリジナルデザインのハローキティでは、町の花である「ひまわり」をモチーフにしています。
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・由良町
由良町は豊かな自然に囲まれ、温暖な気候で育ったゆら早生みかん、はっさく等の柑
橘類や、しらす、わかめ、あかもく、そして近大クエの海産物など、山の幸と海の幸の両
方に恵まれています。
由良町には興国寺という寺があります。この寺には、天狗伝説があり、この伝説をもと
に行われる天狗まつりが有名です。
オリジナルデザインのハローキティでは、この天狗をモチーフにし、名産であるゆら早生が
八つ手などに散りばめられたデザインとなります。
・那智勝浦町 ※当日、当自治体による発表はございません
那智勝浦町は、紀伊半島の南に位置する「世界遺産」「生まぐろ」「温泉」のまちです。
返礼品には那智勝浦町に宿泊できる「南紀勝浦温泉宿泊割引券」から「生まぐろ・
熊野牛・紀州南高梅」といった和歌山県の名産品まで充実の品揃えです。
オリジナルデザインのハローキティでは、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の象徴
の一つである大門坂で、かつての人々が身にまとったとされる優美な平安衣装を着てい
ます。

・北山村 ※当日、当自治体による発表はございません
北山村は和歌山県でありながら、三重県と奈良県に囲まれ、和歌山県のどの市町
村とも隣接しない特殊な位置にある村です。日本で唯一の観光向けいかだ下り「北
山村観光いかだ下り」は夏の風物詩。昔から北山村に自生していた自然雑種で、北
山村でしか栽培されていない“幻の果実”と呼ばれている「じゃばら」は返礼品として人
気です。
オリジナルデザインのハローキティでは、いかだ下りとじゃばらをミックスしたデザインとなり
ます。
・すさみ町 ※当日、当自自治体による発表はございません
すさみ町は紀伊半島の南南西に位置し、雄大な太平洋に面しています。黒潮の恵みを受け、伊勢エビ、カ
ツオ、スルメイカは全国有数を誇り、海岸線一帯は磯釣り・船釣り場や海中ポストもあるスキューバダイビング
のスポットとして有名です。猪の父と豚の母から生まれたイノブタ肉や、レタスの発祥地としても知られています。
オリジナルデザインのハローキティでは、「世界一深いところにあるポスト」として 2002 年にギネスブックに認定
された海中ポストにお届けしている姿がデザインされています。
※当自治体のぬいぐるみは、後日申し込み受付を予定しております。
■各自治体にちなんだ当日のチャレンジ内容
・九度山町：柿の収穫体験
・高野町

：大師音頭

・湯浅町

：櫂入れチャレンジ

・美浜町

：松ぼっくりコーミング

・由良町

：天狗の舞

※那智勝浦町、北山村、すさみ町の首長登壇・発表はございません。
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■わかやま共通返礼品応援隊
「応援隊」は、各町村の地場産品とコラボした返礼品開発や、感謝状・特設 WEB サイト・SNS に登場し和歌山の「共通返礼品」に
関する情報の発信を行っていきます。
ハローキティ（応援隊長）
クッキー作りが得意で、ママ Made のアップルパイが大好き。双子の妹、ミミィとは大の仲良し♪つけているリボンは
ミミィとキティをママが見分けるために付けた。応援隊長として和歌山の共通返礼品をがんばって応援♪

ぽこぽん日記
○×県ぶんぶく郡大字かちかち村生まれで誕生日はぽこぽん年の十五夜。立派なたぬきになるため、修行に励
んでいる。俳句を読むのが得意で、ドジだが純情で明るく好奇心旺盛な男の子。応援隊では和歌山の山のさち
をメインに応援♪

ハンギョドン
中国生まれの半魚人。人を笑わせることが得意。でも実は、さびしがり屋のロマンチスト。いつもヒーローになりたが
っているけど、なぜかうまくいかない。タコのさゆりちゃんとは、大の仲良し。応援隊では和歌山の海のさちをメインに
応援♪

Sanrio characters©2022 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L630001
＜特設サイト＞https://www.furusatowakayama-ouentai.jp/

■Twitter フォロー＆リツイートキャンペーンについて
7 自治体のオリジナルデザインのハローキティぬいぐるみの受付開始を記念して、ぬいぐるみが抽選で当たるキャンペーンを 8 月 23 日
（火）より開始いたします。わかやま共通返礼品応援隊の公式 Twitter アカウント（@furuwaka_ouen）をフォローして、対象の
投稿をリツイートするだけで応募いただけます。
■期間：2022 年 8 月 23 日（火）12:00～2022 年 9 月 6 日（火）23:59
■応募方法：
（1）わかやま共通返礼品応援隊公式 Twitter（@furuwaka_ouen）をフォロー。
（2）対象の投稿をリツイート。
（3）応募完了。当選者には後日ダイレクトメッセージにてご連絡。
■賞品：オリジナル ハローキティぬいぐるみ 7 体セット（各自治体オリジナル ハローキティ１体ずつ)
■当選者数：1 名
＜わかやま共通返礼品応援隊公式 Twitter＞https://twitter.com/furuwaka_ouen
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■会場案内
県民交流プラザ・和歌山ビッグ愛 １階大ホール
【住所】〒640-8319 和歌山県和歌山市手平 2 丁目 1-2
【アクセス】
■鉄道の場合
●JR 和歌山駅から約 15 分（1.6km）
●JR 宮前駅から約８分（600m）
■バスの場合
●関西国際空港からリムジンバスで JR 和歌山駅へ約 40 分
●JR 和歌山駅から和歌山バスで北出島へ新手平経由海南藤白浜行き
又はマリーナシティ、又は医大病院行き約 5 分（JR 和歌山駅から徒歩約 15 分）
※鳴滝団地行きを除く
●南海和歌山市駅から和歌山バスで北出島へぶらくり丁･和歌山駅経由海南藤白浜行き、
又はマリーナシティ、又は医大病院行き約 20 分
■お車の場合
●大阪方面から阪和自動車道で約 60 分
●阪和自動車道・和歌山 IC から約 15 分
●JR 和歌山駅からタクシー利用で約 5 分
●南海和歌山市駅からタクシー利用で約 20 分
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FAX 返信用紙
「わかやま共通返礼品応援隊 決起イベント」イベント運営事務局
＜株式会社 CCPR 内＞行

ＦＡＸ：03-5428-4647
（株式会社 CCPR 内）新庄 ／FAX：03-5428-4647
携帯:050-5434-3027(新庄)／Email: shinjo@ccpr.jp(新庄)

「わかやま共通返礼品応援隊 決起イベント」
■日時

：2022 年 8 月 23 日（火）11：00～12：15（受付開始 10：30）

■場所

：県民交流プラザ・和歌山ビッグ愛（〒640-8319 和歌山県和歌山市手平 2 丁目 1-2）

■登壇者

：九度山町・岡本町長、高野町・平野町長、湯浅町・上山町長、美浜町・籔内町長、由良町・山名町長
ハローキティ、サンリオ営業本部ゼネラルマネージャー・朝山

誠にお手数ですが、会場準備の都合上、8

月 22 日（火）１8 時まで

に下記項目に記入の上、

ご返信いただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

□ご出席
御社名

：

媒体名

：

ご芳名

：

□ご欠席

※□に印をおつけください。

計 (

)名様

※誠に恐れ入りますが新型コロナウイルス感染症対策のため各媒体、ご出席者は最小限の人数でお願い致します。

当日の連絡先

：

メールアドレス ：
カメラ台数

：

その他連絡事項等：

ムービー（

）台

スチール（

）台
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【注意事項】
■当日はオフィシャルのスチール撮影も行いますので、後日必要な方はお申しつけください。
■WEB 上における有料配信は問題ございません。
■ご返信いただいた個人情報は、出欠席の確認以外に使用することはございません。
■本発表会に関する情報解禁時間はイベント終了後です。それ以前の掲載はお控えください。
なお、当日の様子を収めたオフィシャル素材は同日中を目処にご案内致します。
■現地での撮影位置はスチール・ムービーともに先着順で決めさせていただきます。
（ムービーの撮影位置に関しましては誠に恐縮ですが、想定以上のメディア様にご来場いただいた場合、テレビ局の ENG を
優先的にご案内させていただく場合がございます。予めご了承下さい。）
■個別取材を受け付けております。
各自治体の町長、もしくは担当者への取材が可能です。

【新型コロナウイルス感染対策】
■誠に恐れ入りますが新型コロナウイルス感染症対策のため各媒体、ご出席者は最小限の人数でお願い致します。
■ご来場される方全員、不織布マスクを持参していただきますようお願い申し上げます。
現地では必ずマスクの着用をお願い致します。
(恐れ入りますが、ウレタンマスクは NG とさせていただきます。
不織布マスクをお持ちでない方は受付で交換致しますので当日お申し付けください。)
■会場設置のアルコールで手指の消毒をお願い致します。
■受付にて検温を実施します。体温が 37.5 度を超える場合はご参加をお控えください。
■発熱等の症状のある方、感染陽性者又は感染が疑われる人との濃厚接触がある方は、ご参加をお控えください。
■その他、現地メディカルスタッフの指示に従っての取材のご協力をお願い致します。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
「わかやま共通返礼品応援隊 決起イベント」イベント運営事務局（株式会社 CCPR 内）
担当:新庄／FAX：03-5428-4647
携帯: 050-5434-3027(新庄)／Email: shinjo@ccpr.jp(新庄)

