
  

2017年 3月 25日 

一般社団法人 アニメツーリズム協会 

 

 

【NEWS RELEASE】 
 

アニメツーリズム協会が世界のアニメファン投票による 
『訪れてみたい日本のアニメ聖地 150』を発表 

『アニメ聖地 88 か所』の発表は本年 7 月を予定 
 

一般社団法人アニメツーリズム協会（会長：富野由悠季、以下アニメツーリズム協会）は 3 月 25

日（土）～26 日（日）に東京ビッグサイトで開催の「AnimeJapan 2017」に出展し『訪れてみたい

日本のアニメ聖地 150』を発表いたしました。 

 

『訪れてみたい日本のアニメ聖地 150』は 2016年 7月より実施している、全世界のファンを対象

とした、“あなたが訪れたい日本のアニメ聖地”を投票していただく「アニメ聖地投票」のデータ

をベースとし、さらに実際に国内外のアニメファンが訪れているスポット、ジャパンコンテンツの

情報・文化に触れ、魅力を体感できる施設などをアニメツーリズム協会が調査しまとめたものです。 

 

「アニメ聖地投票」は現在も投票を受け付けており、2017 年 6月末でこれを一旦締め切り、同年

7月には『アニメ聖地 88か所』を選定し発表する予定であることも公表いたしました。 

 

アニメツーリズム協会は、『アニメ聖地 88か所』の選定、広域周遊観光ルートの造成などの取り

組みを通じて、国内外にアニメやジャパンコンテンツの情報、魅力を発信し、日本全国各地域のフ

ァンを増やし、日本を訪れるリピーターの増加に貢献してまいります。 

 

今回発表した『訪れてみたい日本のアニメ聖地 150』は以下のとおりです。  

『訪れてみたい日本のアニメ聖地 150』（1/5） 
 

一般社団法人アニメツーリズム協会 

作品タイトル 都道府県名 市町村、地区、施設名 

櫻子さんの足下には死体が埋まっている 北海道 旭川市 

銀の匙 Silver Spoon 北海道 帯広市 

「純情ロマンチカ」シリーズ 北海道 札幌市 

Kanon 北海道 札幌市 

天体のメソッド 北海道 洞爺湖町、壮瞥町 

僕だけがいない街 北海道 苫小牧市 

艦隊これくしょん-艦これ- 青森県 むつ市大湊 

ふらいんぐうぃっち 青森県 弘前市 

CLANNAD 青森県 横浜町 

ハイキュー!! 岩手県 軽米町 

【施設】石ﾉ森萬画館 宮城県 石巻市 

Wake Up, Girls！ 宮城県 仙台市 

ジョジョの奇妙な冒険 宮城県 仙台市 

ハイキュー!! 宮城県 仙台市 

釣りキチ三平 秋田県 横手市 

【施設】横手市増田まんが美術館 秋田県 横手市 

未確認で進行形 福島県 郡山市 

「ウルトラマン」シリーズ 福島県 須賀川市 

   

 



『訪れてみたい日本のアニメ聖地 150』（2/5） 
 

一般社団法人アニメツーリズム協会 

作品タイトル 都道府県名 市町村、地区、施設名 

ガールズ＆パンツァー 茨城県 大洗町 

宇宙兄弟 茨城県 つくば市 

ヨスガノソラ 栃木県 足利市 

秒速 5 センチメートル 栃木県 岩舟町 

【施設】バンダイミュージアム 栃木県 壬生町おもちゃのまち 

千と千尋の神隠し 群馬県 吾妻郡 

日常 群馬県 伊勢崎市 

頭文字 D 群馬県 渋川市、高崎市 

魔法少女まどか☆マギカ 群馬県 前橋市 

のんのんびより 埼玉県 小川町 

クレヨンしんちゃん 埼玉県 春日部市 

神様はじめました 埼玉県 川越市 

らき☆すた 埼玉県 久喜市 

ソードアート・オンライン 埼玉県 所沢市、川越市 

【施設】クロスケの家 埼玉県 所沢市 

あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 埼玉県 秩父市 

心が叫びたがってるんだ。 埼玉県 秩父市 

ヤマノススメ 埼玉県 飯能市 

輪廻のラグランジェ 千葉県 鴨川市 

弱虫ペダル 千葉県 佐倉市 

俺の妹がこんなに可愛いわけがない。 千葉県 千葉市 

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 千葉県 千葉市 

Re:ゼロから始める異世界生活 千葉県 千葉市緑区 

普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。 千葉県 流山市 

STEINS;GATE 東京都 千代田区 

世界一初恋 東京都 千代田区 

3 月のライオン 東京都 中央区 

カードキャプターさくら 東京都 港区 

美少女戦士セーラームーン 東京都 港区 

ギルティクラウン 東京都 港区、品川区 

「デジモン」シリーズ 東京都 港区、練馬区光が丘 

THE IDOLM@STER 東京都 新宿区 

「コードギアス」シリーズ 東京都 新宿区 

言の葉の庭 東京都 新宿区 

おそ松さん 東京都 新宿区、台東区 

テニスの王子様 東京都 江東区 

時をかける少女 東京都 台東区 東京国立博物館 

刀剣乱舞 東京都 台東区 東京国立博物館 

ワンパンマン 東京都 世田谷区 

うたの☆プリンスさまっ♪ 東京都 渋谷区 

黒子のバスケ 東京都 渋谷区 

はたらく魔王さま！ 東京都 渋谷区 

DEATH NOTE 東京都 渋谷区 

バケモノの子 東京都 渋谷区 

ニセコイ 東京都 渋谷区、江戸川区、中野区 

【施設】杉並アニメーションミュージアム  東京都 杉並区 

アクセル・ワールド 東京都 杉並区、千代田区、文京区 

「物語」シリーズ 東京都 杉並区、練馬区、三鷹市 

冴えない彼女の育てかた 東京都 豊島区 

デュラララ!! 東京都 豊島区池袋 

東京喰種トーキョーグール 東京都 豊島区西池袋 

ノラガミ 東京都 練馬区 

四月は君の嘘 東京都 練馬区 



『訪れてみたい日本のアニメ聖地 150』（3/5） 
 

一般社団法人アニメツーリズム協会 

作品タイトル 都道府県名 市町村、地区、施設名 

こちら葛飾区亀有公園前派出所 東京都 葛飾区 

ルドルフとイッパイアッテナ 東京都 江戸川区 

K 東京都 八王子市 

SHIROBAKO 東京都 武蔵野市 

「マクロス」シリーズ 東京都 武蔵野市、立川市 

【施設】三鷹の森ジブリ美術館 東京都 三鷹市 

【施設】青梅赤塚不二夫会館 東京都 青梅市 

ゲゲゲの鬼太郎 東京都 調布市 

Charlotte 東京都 国立市 

デート・ア・ライブ 東京都 町田市 

HUNTER×HUNTER 東京都 多摩市 

「とある」シリーズ 東京都 多摩市 

耳をすませば 東京都 多摩市 

つり球 神奈川県 江ノ島 

SLAM DUNK 神奈川県 江ノ島 

TARI TARI 神奈川県 江ノ島、鎌倉市 

さくら荘のペットな彼女 神奈川県 川崎市 

【施設】川崎市 藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム 神奈川県 川崎市 

BLEACH 神奈川県 相模原市 

「エヴァンゲリオン」シリーズ 神奈川県 箱根町 

文豪ストレイドッグス 神奈川県 横浜市 

艦隊これくしょん-艦これ- 神奈川県 横須賀市 

ハイスクール・フリート 神奈川県 横須賀市 

【施設】新潟市マンガの家 新潟県 新潟市 

【施設】新潟アニメ・アニメ情報館 新潟県 新潟市 

おおかみこどもの雨と雪 富山県 上市町 

【施設】高岡市 藤子・F・不二雄 ふるさとギャラリー 富山県 高岡市 

ゆるゆり 富山県 高岡市 

クロムクロ 富山県 中新川郡 

true tears 富山県 南砺市 

Angel Beats! 石川県 金沢市 

花咲くいろは 石川県 金沢市 

【施設】永井豪記念館 石川県 輪島市 

中二病でも恋がしたい！ 福井県 美浜町 

咲-Saki- 長野県 飯田市 

サマーウォーズ 長野県 上田市 

「おねがい」シリーズ 長野県 大町市 

食戟のソーマ 長野県 軽井沢町 

あの夏で待ってる 長野県 小諸市 

orange 長野県 松本市 

聲の形 岐阜県 大垣市 

氷菓 岐阜県 高山市 

ひぐらしのなく頃に 岐阜県 白川郷 

君の名は。 岐阜県 飛騨市 

ルドルフとイッパイアッテナ 岐阜県 岐阜市 

のうりん 岐阜県 美濃加茂市 

planetarian 静岡県 浜松市 

ラブライブ！サンシャイン!! 静岡県 沼津市、内浦 

夏色キセキ 静岡県 下田市 

あまんちゅ！ 静岡県 熱海市 

「ハルチカ」シリーズ 静岡県 静岡市清水区 

ちびまる子ちゃん 静岡県 静岡市清水区 

終わりのセラフ 愛知県 名古屋市 



『訪れてみたい日本のアニメ聖地 150』（4/5） 
 

一般社団法人アニメツーリズム協会 

作品タイトル 都道府県名 市町村、地区、施設名 

【イベント】世界コスプレサミット 愛知県 名古屋市 

ドラゴンボール  愛知県 清須市 

凪のあすから 三重県 熊野市波田須町 

半分の月がのぼる空 三重県 伊勢市 

ちはやふる 滋賀県 大津市 

けいおん！ 滋賀県 犬上郡豊郷町 

響け！ユーフォニアム 京都府 宇治市 

一休さん 京都府 京田辺市 

【施設】京都国際マンガミュージアム 京都府 京都市 

「薄桜鬼」シリーズ 京都府 京都市 

暗殺教室 京都府 京都市 

るろうに剣心 京都府 京都市 

いなり、こんこん、恋いろは。 京都府 京都市伏見区 

幽☆遊☆白書 京都府 京都市左京区 

たまこまーけっと 京都府 京都市上京区 

艦隊これくしょん-艦これ- 京都府 舞鶴市 

ハンドシェイカー 大阪府 大阪市 

「Fate」シリーズ 兵庫県 神戸市 

【施設】KOBE 鉄人三国志ギャラリー 兵庫県 神戸市 

忍たま乱太郎 兵庫県 尼崎市 

「涼宮ハルヒ」シリーズ 兵庫県 西宮市 

長門有希ちゃんの消失 兵庫県 西宮市 

【施設】宝塚市手塚治虫記念館 兵庫県 宝塚市 

境界の彼方 奈良県 橿原市 

AIR 和歌山県 日高郡美浜町 

ひなビタ♪ 鳥取県 倉吉市 

【施設】水木しげる記念館 鳥取県 境港市 

【施設】青山剛昌ふるさと館 鳥取県 北栄町 

Free! 鳥取県 岩美町 

秘密結社 鷹の爪 島根県 島根県 

天地無用！ 岡山県 浅口市 

ひるね姫 岡山県 倉敷市 

バッテリー 岡山県 岡山県北部地域 

蒼穹のファフナー 広島県 尾道市 

かみちゅ！ 広島県 尾道市 

この世界の片隅に 広島県 呉市 

艦隊これくしょん-艦これ- 広島県 呉市 

たまゆら 広島県 竹原市 

朝霧の巫女 広島県 三次市 

崖の上のポニョ 広島県 福山市 鞆の浦 

NARUTO-ナルト- 徳島県 鳴門町 

おへんろ。 徳島県 四国八十八箇所 

【イベント】マチ★アソビ 徳島県 徳島市 

千と千尋の神隠し 愛媛県 松山市 道後温泉 

【施設】あるある City（北九州市漫画ミュージアムを含むポップカルチャー施設） 福岡県 北九州市 

艦隊これくしょん-艦これ- 長崎県 佐世保市 

坂道のアポロン 長崎県 佐世保市 

ばらかもん 長崎県 福江島 

「勇者である」シリーズ 香川県 観音寺市 

うどんの国の金色毛鞠 香川県 高松市 

【施設】やなせたかし記念館 高知県 香美市 

【施設】横山隆一記念まんが館 高知県 高知市 

黒執事 佐賀県 有田町 



『訪れてみたい日本のアニメ聖地 150』（5/5） 
 

一般社団法人アニメツーリズム協会 

作品タイトル 都道府県名 市町村、地区、施設名 

ユーリ!!! on ICE 佐賀県 唐津市 

夏目友人帳 熊本県 人吉市 

蛍火の杜へ 熊本県 阿蘇郡高森町 

進撃の巨人 大分県 日田市 

もののけ姫 鹿児島県 屋久島 

ROBOTICS;NOTES 鹿児島県 種子島 

宇宙兄弟 鹿児島県 種子島 

※各作品に対するアニメ聖地の地名、施設名等は、アニメツーリズム協会が 

 独自調査を行い各種情報を集約したものとなります。 

 

 

【AnimeJapan 2017出展概要】 

・イベント名 ： 「AnimeJapan 2017」 

・開催日時 ： 2017年 3月 25日(土)・26日(日) 10:00～17:00 ※最終入場 16:30 

・開催場所 ： 東京ビッグサイト  (〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1) 

・ブース番号 ： 東展示棟 東 2ホール A33 / 一般社団法人アニメツーリズム協会 

・公式サイト ： https://www.anime-japan.jp/ 

 

【アニメ聖地投票】 

特設の応募サイトにて「オススメのアニメ・マンガ聖地」を募集中。応募サイトは、日本語、英

語、中国語（繁体字・簡体字）、タイ語、マレー語に対応。ファンがオススメする日本のアニメ・

マンガ聖地、訪れてみたいアニメ・マンガ作品の舞台などについて、全世界のファンを対象に web

を中心としたアンケートを実施しています。 

集まった全世界のファンの声は、アニメツーリズム協会の『アニメ聖地 88 か所』選定の貴重な

データとさせていただきます。 

 

 http://animetourism88.com/  

 

【応募締切】2017年 6月末日 

 

 

 

以上 

 

 

一般社団法人アニメツーリズム協会 事務局 

TEL：03-3238-0278 FAX：03-6779-4430  http://shadan.animetourism88.com/ 
＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞ 

＜協会への入会、各種アライアンスに関するお問い合わせ＞ 
担当 柿澤 eMAIL：kakizawa-f@animetourism88.com 

https://www.anime-japan.jp/
http://animetourism88.com/
mailto:kakizawa-f@kadokawa.jp

