


訪れてみたい日本のアニメ聖地88 2023年版
選定作品・聖地一覧

※登場する刀剣男士のモチーフとなった刀剣の一部を収蔵

新規

『訪れてみたい日本のアニメ聖地88』2023年版は、2022年6月1日から9月
30日まで、web投票サイトおよび各地に設置された投票箱によるユーザー
投票を基に選定しました。この度ここに、発表させて頂きます。

★＝2023年版で新規選定された作品・地域　　☆＝継続選定作品で、2023年版で追加認定された地域
 

39 江東区 ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会           
40 世田谷区  「ウルトラマンシリーズ」（ウルトラマン商店街）  
41 世田谷区 秒速5センチメートル   
42 渋谷区 ラブライブ！スーパースター!!
43 豊島区       『冴えない彼女の育てかた』シリーズ  
44 豊島区        デュラララ!! 
45 練馬区（光が丘） デジモンアドベンチャー（1999年）   
46 立川市 とある科学の超電磁砲 
47 立川市 とある魔術の禁書目録 
48 武蔵野市 劇場版「SHIROBAKO」 

☆ 49 昭島市       『ゆるキャン△』シリーズ 
50 調布市 ゲゲゲの鬼太郎 
51 町田市 デート・ア・ライブ  
52 小金井市 おちこぼれフルーツタルト 
53 日野市 薄桜鬼 真改 

★ 54 東村山市 女子高生の無駄づかい 
55 西東京市 ケロロ軍曹  
56 神津島村 ラブライブ！スーパースター!!   
57 神奈川県 横浜市 文豪ストレイドッグス 
58 横須賀市 艦隊これくしょん ‐艦これ‐  

★ 59 横須賀市 スローループ 
60 横須賀市 ハイスクール・フリート  
61 藤沢市 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない     
62 藤沢市 TARI TARI 
63 箱根町       『エヴァンゲリオン』シリーズ  
64 箱根町 弱虫ペダル 

中部 
65 富山県 上市町 おおかみこどもの雨と雪 
66 石川県 金沢市（湯涌温泉） 花咲くいろは 

☆ 67 山梨県 山梨市       『ゆるキャン△』シリーズ
68 北杜市 スーパーカブ
69 身延町       『ゆるキャン△』シリーズ  
70 長野県 長野市 長門有希ちゃんの消失 
71 上田市 サマーウォーズ
72 小諸市 あの夏で待ってる  
73 大町市 おねがい☆ティーチャー  
74 岐阜県 高山市 氷菓 
75 多治見市   『やくならマグカップも』シリーズ   
76 白川村 ひぐらしのなく頃に 業・卒 
77 静岡県 浜松市       『エヴァンゲリオン』シリーズ   

 78 浜松市       『ゆるキャン△』シリーズ 
79 沼津市 ラブライブ！サンシャイン!! 

★ 80 愛知県 名古屋市 シキザクラ

（都電荒川線
早稲田駅近辺）

 番号 都道府県 市町村 作品名

北海道・東北　
1 北海道 函館市 薄桜鬼 真改 
2 函館市 ラブライブ！サンシャイン!!  
3 苫小牧市 僕だけがいない街 
4 洞爺湖町 天体のメソッド 
5 青森県 むつ市（大湊） 艦隊これくしょん ‐艦これ‐ 
6 宮城県 仙台市 Wake Up, Girls！ 新章 

★ 7 岩沼市 バクテン!! 
8 秋田県 横手市 釣りキチ三平 
9 福島県 会津若松市 薄桜鬼 真改 
10 いわき市 フライングベイビーズ 
11 須賀川市  「ウルトラマンシリーズ」（円谷英二氏生誕の地）        
12 伊達市 政宗ダテニクル 

関東 
13 茨城県 大洗町 ガールズ＆パンツァー　最終章 
14 栃木県 栃木市 秒速5センチメートル 
15 群馬県 館林市 宇宙よりも遠い場所 
16 埼玉県 川越市 神様はじめました  
17 川越市 月がきれい 
18 秩父市 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。  
19 秩父市 心が叫びたがってるんだ。 
20 秩父市 空の青さを知る人よ 

★ 21 所沢市 女子高生の無駄づかい 
22 飯能市 ヤマノススメ Next Summit
23 蕨市 さよなら私のクラマー 
24 和光市      『冴えない彼女の育てかた』シリーズ   
25 久喜市 らき☆すた 
26 横瀬町 心が叫びたがってるんだ。  
27 千葉県 千葉市 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 
28 千葉市      『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』シリーズ     
29 銚子市      『アマガミSS』シリーズ  
30 東京都 － 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-   
31  BanG Dream!（バンドリ！）  
32 千代田区 STEINS;GATE（シュタインズ・ゲート）   
33 千代田区 ラブライブ！ 
34 港区（お台場） デジモンアドベンチャー（1999年） 
35 港区 ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会       
36 台東区 さらざんまい 
37 台東区 刀剣乱舞ONLINE（東京国立博物館）※    

★ 38 墨田区 リコリス・リコイル

81 名古屋市   『八十亀ちゃんかんさつにっき』シリーズ 
☆ 82 名古屋市   『ゆるキャン△』シリーズ 
★ 83 豊田市 シキザクラ

近畿 
84 三重県 熊野市 凪のあすから 
85 京都府 京都市 いなり、こんこん、恋いろは。 
86 京都市 有頂天家族2 

★ 87 京都市 であいもん 
88 京都市 薄桜鬼 真改 
89 舞鶴市 艦隊これくしょん ‐艦これ‐ 
90 京田辺市 一休さん(酬恩庵一休寺) 
91 兵庫県 西宮市       『涼宮ハルヒの憂鬱』シリーズ 
92 西宮市 長門有希ちゃんの消失 
93 和歌山県 和歌山市 サマータイムレンダ 

中国・四国
94 鳥取県 倉吉市 宇崎ちゃんは遊びたい！ 
95 倉吉市 ひなビタ♪ 
96 境港市 ゲゲゲの鬼太郎 
97 三朝町 宇崎ちゃんは遊びたい！ 

★ 98 岡山県 岡山市 推しが武道館いってくれたら死ぬ
99 広島県 呉市 艦隊これくしょん ‐艦これ‐ 
100 竹原市 たまゆら 
101 尾道市 かみちゅ！ 
102 三次市 朝霧の巫女 
103 山口県 宇部市       『エヴァンゲリオン』シリーズ 
104 香川県 観音寺市   『結城友奈は勇者である』シリーズ 
105 土庄町 からかい上手の高木さん３ 
106 高知県 越知町 竜とそばかすの姫 

九州
107 長崎県 長崎市 色づく世界の明日から 
108 佐世保市 艦隊これくしょん ‐艦これ‐ 
109 対馬市 アンゴルモア元寇合戦記

★ 110 五島市 蒼の彼方のフォーリズム 
111 熊本県 熊本市 ケロロ軍曹
112 芦北町 放課後ていぼう日誌 
113 鹿児島県 種子島 秒速5センチメートル
114 種子島 ROBOTICS;NOTES 
115 沖縄県 八重山諸島 劇場版 のんのんびより ばけーしょん 
116 南城市 白い砂のアクアトープ 
117 南風原町  「ウルトラマンシリーズ」（金城哲夫資料館） 

★  
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