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ドンパン娘シンボルキャラクターの構想



ドンパン娘 _ ブランド DNA

夏祭り、盆踊りの一体感。ドンパン娘が引っ張ってくれる安心感による気軽な成功体験。上手下手ではなく楽しい！を味わえる。
老若男女が踊れる敷居の低さ。最初は恥ずかしくてもやってみたら楽しい。

市内：市外＝5：5

キャラクターを持つことで祭り、中仙への一体感を得られる。

子供向け：元気さ、踊りが好き　大人向け：凛とした、しなやかな、芯の通った

中仙といったらドンパン！というのが全国に知られていること。10年後ドンパン娘を 50人に

①ドンパン祭りの象徴　②ドンパン踊りの発信者で継承者　③地域に愛される

数ある伝統芸能の一つであるドンパン節の担い手であるドンパン娘をモチーフにしたキャラクター（地域マスコット）

子供向け：中学生が元気に言うトーン　大人向け：20歳くらいの女性が普通に話すトーン

「踊る姿にひとめぼれ」「かわいい花だよ　皆おいで（おばこを見においで）」

①地域の特産品の知名度向上につなげていき、経済的な利潤を生むこと。
②地域 PR、地域の発展につながること。
③地域が持っている伝統、文化財産を継承すること。　

キャラクターを身近に感じられる。市内の人は中仙を好き、愛していることの証明になる。市外在住の市内出身者の人はそのブランドを
持つことで、中仙での思い出をもつこと、市外に出た際にブランドを活用したアンバサダーになれる。市外の人は +α中仙に来たことの記念。

ターゲット・オーディエンス
この商品／サービスを買う・利用する人は？

プロダクト・プロダクトベネフィット
その人がこのブランドを選ぶ理由（利点・メリット）は？

ブランド属性とブランド価値
どんな価値を提供する？　 

ブランド・パーソナリティー
このブランドの人格は？

ブランド・ビジョン
このブランドの目指す未来は？

ブランド・プロポジション
このブランドはどんなブランド？

市場での位置付け
このブランドは競合の中でどこにいる？ 

ブランド・プロミス
このブランドになにを社会は期待できる？ 

ブランド・エクスペリエンス
このブランドはどんな体験ができる？

トーン・オブ・ボイス
このブランドはどういうトーンの語り口調？ 

タグライン
このブランドの世界観を一言でいうと？



ドンパン娘キャラクターデザインの構想

王道パターン

この世界観では、「一緒に踊ろうよ !」

と、話しかけてくれるような親しみ
やすいキャラクターを意識していま
す。誰が見ても受け入れやすいデザ

インにし、中仙の魅力を積極的に発

信してくれる愛らしさのあるキャラ
クターになっています。



ドンパン娘キャラクターデザインの構想＿王道パターン

○大人向け ○子ども向け

展開例

○ポーズ展開

キャラクター名

キャラクター設定

デザインコンセプト

子供向けキャラクター　表情 他キャラクター（案）

こまちちゃん

三塚　陽菜

秋田生まれ秋田育ちの元気いっぱ
いな高校 1年生。
好奇心旺盛な性格でよく食べ よく
喋る。歌うことと踊ること、人と
話すことが好き。

秋田や中仙が大好きで、ドンパン
娘として全国に地域の魅力を発信
したいと考えている。

●大人向け

お酒のラベルなどに使用すること
を意識し、落ち着いた雰囲気になっ
ている。
●子供向け

多様な表情やキャラクターを使用
することで、親しみやすさを持た
せる。幅広い展開が期待できる。

親しみ、おばこのかわいらしい印
象を持たせるため全体的に曲線を
意識して作成。
純粋さ、しとやかさ、しなやかさ
といったドンパン娘らしさを重視。

元気さやかわいさを表現するため、
また表情の変化をわかりやすくす
るため、顔のパーツを大きくデザ
インしている。

お酒のラベル使用イメージ

カラーパレット（足したり減らしたりして大丈夫です！）

正面 正面 子ども向け
別ポーズ

大人向け
横向き



ドンパン娘キャラクターデザインの構想＿王道パターン

○大人向け ○子ども向け

展開例

○ポーズ展開

キャラクター名

キャラクター設定

デザインコンセプト

オフの姿 漫画 「ド」髪飾り

えまちゃん

吾妻　楓子

踊ることが大好きな中学生。
念願のドンパン娘になったばかり
で、毎日練習を頑張っているよ！
食べることも大好き！
おじいちゃんと 2人暮らし。

大人向けは、えまちゃんが踊りに
集中してゾーンに入った時の姿。
普段の元気なイメージと変わって
凛とした表情に。

●オフの姿→オフの中学生の姿も描く

　ことで、等身大感・親近感がわく。

●漫画→踊りや大仙市の魅力を漫画を

　使って紹介する。(HP やパンフレッ

　トなど )

●「ド」髪飾り→キャラクターとおそろ

　いのグッズの販売。

●お酒のラベル→可愛らしさと上品さ

　を感じるパッケージに。

●子供向け
・「ドンパン踊り、一緒に踊ろ！」　
　とこちらに声をかけてくれるよ
　うなキャラクターを制作した。
・円満造・ロックのキャラもいるこ
　とで、推しを選べたり種類別の
　展開ができる。
●大人向け
・凛とした、しなやかさの中にどこ
　かあどけなさも残した絵柄に。
・パッケージに使用されることを
　想定し、シンプルな絵柄とデザ
　インにした。

お酒のラベル

▲円満造キャラ案
◀ロックキャラ案

カラーパレット（足したり減らしたりして大丈夫です！）

正面 正面 子ども向け
別ポーズ

大人向け
横向き



  

ドンパン娘キャラクターデザインの構想

シンプルパターン

この世界観はシンプルをデザインの
指針にしています。描き込みを少な

くして要素を削ぎ落とすことによっ

て、ゆるキャラやお菓子のパッケー

ジキャラクターのような親しみやす

さを出しました。様々な広告のデザ

インに合い、立体物などのグッズに

もしやすい汎用性があります。



ドンパン娘キャラクターデザインの構想＿シンプルパターン

○大人向け ○子ども向け

展開例

○ポーズ展開

キャラクター名

キャラクター設定

デザインコンセプト

カラーパレット（足したり減らしたりして大丈夫です！）

正面 正面 子ども向け
別ポーズ

大人向け
横向き

SNS 宣伝の活用 SNS 宣伝の活用 日本酒ラベル 日本酒ラベル

あやめちゃん

早坂　七海

高校 2 年生の女の子。お母さんが
ドンパン娘として活動していたた
め、小学生 の頃から憧れを持ち、
中学 1 年生で念願のドンパン娘に。
踊ることが大好き。 ふるさと、中仙
を大事にしており、ドンパン娘の
活動を通して、地域の良さを 伝え
ていきたいと思っている。
名前はドンパン節の歌詞に出てく
るあやめ花から引用。

大人向け：

シンプルなキャラクターデザインを活

かしてどんなパッケージにも合わせる

ことができる。

子ども向け：

かわいらしさや表情の豊かさにより、

SNS での宣伝をより効果的に発信する

ことができる。

大人向け：色数や、線の情報を抑
えてシンプルさを重視した。パッ
ケージなどの汎用性が 高まり、場
面を問わず使いやすいデザインに
なるようにした。
子ども向け ：パーツの形や配色を
大人向けキャラと統一させて一貫
性を 持たせつつ、表情の豊かさや
元気さをプラスさせて親しみやす
いデザインを目 指した。

ドン
パン
娘の
情報

発信
中！



ドンパン娘キャラクターデザインのご提案＿シンプルパターン

○大人向け ○子ども向け

展開例

○ポーズ展開

キャラクター名

キャラクター設定

デザインコンセプト

カラーパレット（足したり減らしたりして大丈夫です！）

正面 正面 子ども向け
別ポーズ

大人向け
横向き

日本酒 手ぬぐい スタンプ ボールペン

おばこちゃん

牧田　颯平

14歳・中学２年生
出身：秋田県
一人称：「わたし」
踊ることが好き。
利き米ができる。
普段は活発で元気だが、ドンパン
踊りを踊るときはちょっと大人っ
ぽくなる。

秋田の名産品である「日本酒」

ドンパン祭りにおいて重要なアイテム

の一つである「手ぬぐい」

版画を意識した子ども向け ver と同じ

く版を押すものである「スタンプ」

現状ドンパン娘のグッズにおいて１種

類しかない「ボールペン」

を例として提案する。

子供向け ver.
伝統文化を継承するドンパン娘か
ら、「日本的」「伝統的」というイメー
ジを抽出した結果、塗りをずらし、
版画のようなレトロ感を出すこと
とした。
大人向け ver.
顔のバランスをリアルよりにして
大人っぽさを出しつつ、微笑みの
無邪気さ、踊りを楽しむ心も表現
した。



ドンパン娘キャラクターデザインの構想

個性的パターン

この世界観はコンセプトを大切にし

ています。ドンパン祭りの「誰でも

参加できる」という在り方から着想

を得ました。また、ドンパン娘と円

に関わりを見つけモチーフにするな

ど、他にはないオリジナリティのあ
るキャラクターを意識しています。



ドンパン娘キャラクターデザインの構想＿個性的パターン

○大人向け ○子ども向け

展開例

○ポーズ展開

メインキャラクター名

キャラクター設定

デザインコンセプト

お酒のラベル うちわ お菓子のパッケージ 道の駅バナー

こまちちゃん

高橋　空乃

仲良し高校生 3人組。
時には元気に、時には優雅に、ど
んな時も自信満々に踊るドンパン
祭りの主役たち。

3 人の出会いはドンパン娘がきっか
け。歴が長いのはえま、あやめ、
こまちの順。こまちは高校入学前
に中仙に引っ越してきた新参者。
同年代だからすぐに仲良くなった。

大人向け▶３人がそれぞれ違う型を
踊っているため、単体でも一緒に並べ

ても、ドンパン節の踊りがよく伝わる。

子供向け▶楽しい、可愛らしい、元気
を意識してデザインした。どの子も汎

用性の高いデザインに。

「どんな人でもドンパン娘になれ
る」「ドンパン祭りの主役はドンパ
ン娘」をコンセプトに、体型、顔、
髪型が異なる女の子たちをデザイ
ンした。
同じドンパン娘でも、さまざまな
子がいること、そしてその子たち
それぞれに同じだけスポットライ
トが当たっていることが伝わるよ
うに意識している。3 人とも祭りの
主役である自覚があるため、明る
く自信のある表情に。

こまち

えま

あやめ



ドンパン娘キャラクターデザインの構想＿個性的パターン

○大人向け ○子ども向け

展開例

○ポーズ展開

キャラクター名

キャラクター設定

デザインコンセプト

お酒のラベル① お酒のラベル② うちわ お饅頭パッケージ

円（まどか）ちゃん

増田　美優

ドンパン祭りで人との輪を広げた
くてドンパン娘になった女の子。
恥ずかしがり屋な一面もあるが、
ドンパン娘として人前で、またみ
んなと一緒に踊ることで少しづつ
明るい性格になりつつある。
丸い眉毛がチャームポイント。

・大人向けデザイン

　ドンパン娘のおしとやかなおばこら

　しさを印象付けることがねらい。

　色合いからモダンでレトロな雰囲気

　と合わせやすい。

・子供向けデザイン

　明るい表情がメインのため、ポップ

　な色合いにも合わせやすい。

・絣の柄が遠目だとドット柄のよう
　に見えること
　（ドット柄＝円で構成された柄 )
・円満造爺さんの頭文字の円
・円になって踊る盆踊り
　→これらのことから「円」に着
　想を得てキャラクターデザイン
　を作成。
　全体的に強めのデフォルメをか
　けて、丸の形や丸みが目立つよ
　うなキャラクターデザインに。

カラーパレット（足したり減らしたりして大丈夫です！）

正面 正面 子ども向け
別ポーズ

大人向け
横向き


