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柏市観光協会 

着用者身長１５５cm～１７０cm 
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〇はじめに 

 「かしもっちぃ」は、柏市の観光キャラクターとして令和２年に柏市観光協会がプロフ

ィールとネーミングを制定し、デザインについては公募のうえ全国２２２名もの方から応

募いただいた２６７点のデザインの中から厳正な審査を経て、柏市在住の“睦月 海”さ

んのデザインによって誕生しました。 

 今後「かしもっちぃ」は様々な媒体やイベントに登場し、柏市を内外に広くＰＲすると

ともに、市民、来街者の皆さんから親しんでもらえるキャラクターを目指します。 

 

「かしもっちぃ」を柏市の観光キャラクターとして適正な管理をするために着ぐるみの使

用基準を設けています。着ぐるみの使用にあたっては、本マニュアルに沿って、適切にご

使用ください。 

 

◆プロフィール 

「かしもっちぃ」は、かしわ餅の妖精で柏生まれの柏育ち。 

ふっくらモチモチしたビジュアルと人懐っこい性格の愛されキャラ。 

人にも甘いけど自分にも甘いのがウィークポイント。 

とても恥ずかしがりやで、恥ずかしくなると柏の葉のマントで顔を隠してしまいます。 

こんな恥ずかしがり屋さんで、柏市をＰＲできるのでしょうか・・・ 

 

≪着ぐるみはこのように収納されています≫ 

 収納時 高さ   １５０ｃｍ 

     幅・奥行 １２０ｃｍ✕１００ｃｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 着ぐるみ本体・ブーツを入れる収納袋と別に 

 給気ファン用コントローラー＆充電ケーブルがあります。 
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1 事前の確認 

着ぐるみ貸出中の汚損や破損、盗難は、全て借りた団体の責任において賠償をしてもらい

ます。また着ぐるみの使用に伴う体調不良や事故について当協会では責任を負いません。

着ぐるみの管理、使用には十分注意を払い、管理担当者と着用者および補助者は、着ぐる

みを使用する前に必ずこのマニュアルを熟読してください。 

 

（1）人員体制（柏市観光協会・柏商工会議所からスタッフの派遣は行いません） 

１．着用者：1体につき 2人以上 

着ぐるみ着用者は、身長 155センチメートルから 170 センチメートルの 18歳以上の人 

とします（規定より背が低いと本体がブーツにぶつかり歩けない可能性があり、規定よ

り背が高いと給気ファンに頭がぶつかり髪の毛を巻き込む可能性があり危険です）。 

着用者は、着ぐるみ 1体につき 2人以上で交代する体制を取ってください。 

1回の着用は 20分程度（夏場は 15分程度）を目安にして、必ず休憩を取ってくださ

い。着用者の体力、健康状況に留意のうえ時間配分をお願いします。 

２．補助者：1体につき 1人以上 

移動や出演時には、必ず 1体につき 1人以上の補助者（お子さんが来場するイベントの 

場合は 2人以上）を配置して、着ぐるみへのいたずら防止、着用者や周囲の安全の確保

に努めてください。 

３．司会者：1人以上（ステージ等出演時） 

着ぐるみ着用時は声を発してはいけません。ステージ出演時などは、司会者などが 

マスコットキャラクターの紹介文を読み上げたり、かしもっちぃの気持ちを代弁したり

する必要があります。 

４．運搬者：2人以上 

運搬にかかる費用は自費でお願いします。受渡し時には貸出承諾通知書を必ず持参して

ください。運搬時には 2人以上の人員が必要です。必ず屋根のあるワゴン車などを用意

してください。そのまま車に乗せず汚損防止のためのシート等を敷いたうえで乗せてく

ださい。 

着ぐるみを受け取りに来たときに、着ぐるみのパーツの確認（汚損・破損のチェック）

や着用方法などを説明します。持ち運ぶ時は、収納袋に入っていても床をすらないよう

に持ち上げて移動してください。また保管場所についてはかならず施錠してください。 

 

（2）控室の確保 

１．控室は、着ぐるみを広げて着替えることができる十分な広さを確保してください。 

２．着ぐるみを直接、地面や床に置くことはできません。着ぐるみの着用は、土足禁止の 

  場所か床の上にマットやシートを敷いた上またはきれいなテーブルで行ってください。 

３．パーテーションで区切るなど、着脱しているところを外部からのぞかれることがない 

  ように留意してください。 
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４．控室はなるべくステージなどの登場ポイントに近い場所に確保し、着ぐるみを着用し 

  た状態で控室の出入口や移動通路を通り抜けることができるのか事前に確認をしてく 

ださい。着ぐるみが通る導線の安全、暗い場合は照明等の確保もお願いします。 

 

（3）着ぐるみの確認 

着ぐるみは、「かしもっちぃ」が「本体」「ブーツ」の２つに分けて収納されています。 

その他、給気ファン用コントローラー・充電ケーブルがあります。 

 

（4）合図の確認 

着ぐるみ着用時は、声を発してはいけません。そのため最低限でも 

１．休憩に入りたいとき  

２．トイレに行きたいとき  

３．緊急時  

などの際に、どのような合図をするか、着用者と補助者との間で決めておいてください。 

 

2 着用者の注意事項 

 

着ぐるみの中はとても暑く、胴体は大きくて重く、手足の動きも制限される構造になって

います。初めて着ぐるみを着用する際には、事前に着ぐるみを試着し肩ストラップの調節

をしたうえで、視界、動きなどに慣れた上で本番に臨み、次の点を守ってください。 

 

（1）服装 

着用の際は、次に使用する人が快適に着用できるように、素肌が直接着ぐるみに触れない

ようにしてください。 

１．頭 

整髪料などがついていない状態で、タオル、バンダナ、手ぬぐい、ニットキャップなど 

を頭に着用します。 

髪飾り、ヘアピンやヘアクリップなどは使用できません。長髪の場合は、ゴムで髪をま 

とめた上からタオルなどを巻きます。 

２．顔 

化粧をせず、ピアス、アクセサリー類をつけていない状態にします。 

眼鏡は使用せず、コンタクトを使用してください。やむを得ず、眼鏡を使用する場合 

は、曇り止めと眼鏡バンドを使用してください。 

３．体 

直接肌が着ぐるみに触れないように、首にタオルを巻き、汗を吸いやすくて動きやすい 

素材の長袖シャツと長ズボン（ジャージ、スパッツなど）を着用してください。 
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４．手・足 

手袋を着用して、汗が着ぐるみにつかないようにします。 

足首が隠れる丈の靴下を着用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）注意事項 

１．こまめに水分補給を行い、休憩を挟みながら、体調に十分気をつけてください。 

  首からストラップで飲料ペットボトルをぶら下げることをお勧めしますが、着ぐるみ

の中で飲めるのは蓋を閉められる容器に入れた水またはスポーツ飲料のみとします。 

２．火気の近くでは使用しないでください。特に着用中の喫煙は（電子たばこも）厳禁で

す。 

３．着用者の頭が本体上部の給気ファンにつかないように肩ストラップで調整してくださ

い。頭がファンについている状態でファンを回すと髪の毛が絡まる危険がありますの

でご注意ください。 

４．夏季期間（7～9月）は熱中症の恐れがあるため、屋外もしくは空調設備のない屋内 

  で使用する場合には、着用者の安全管理に注意してください。 

５．池やプールなどの水の近くでは使用しないでください。雪や雨天時は、屋外に出るこ 

  とができません。また、雨が上がっている場合でも、地面がぬかるんでいる場合は泥 

はねが予想されますので、地面の上は歩かないでください。 

６．使用中に降雨となった場合は、その時点で使用を中止し、タオルなどで水気を拭き取 

  り十分乾燥させてください。 

７．飲酒しての着用は厳禁です。 

８．着脱している様子、一部着ぐるみを着ている様子、ふざけている模様などを撮影する

ことは厳禁です。 

９．帽子を被せる、荷物を持たせるなども含め、かしもっちぃへの装飾は一切禁止です。 

 

(3) 給気ファン用コントローラー・充電ケーブル 

１．コントローラーは付属の専用 ACアダプターで充電して下さい。 

２．充電したコントローラーは本体内部左側のケース に入れ、ファン側の出力コネクタ

バンダナ orタオル 

長袖シャツ  

首にもタオルを巻くこと 

袖をめくらない 

裾をめくらない 

ジャージやスエット 

手袋着用 

足首が隠れる靴下 

マスク着用 
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ーを接続し使用して下さい。 

３．電源 ONボタンを２秒押すと電源が入り、OFFボタンを２秒押すと電源が OFFになり

ます。（無操作時はバッテリー残量が表示されます １～９） 

４．UPDOWNボタンにより出力が変わります。 １弱～４強 

５．１０分以上の連続使用は出力２以下で使用して下さい 。 

（高出力での連続使用は著しくファンの寿命を低下させます） 

 ※給気ファンはあくまでも給気用ですので、状況により他の暑さ対策を併用してパフォ

ーマンスを行って下さい。 

 

（4）着用手順 

１．1人では着用できません。必ず補助者などが着用を手伝ってください。 

２．かしもっちぃ着用方法（先に給気ファン用コントローラーをセットする） 

①本体をきれいなテーブルの上に（※）うつ伏せにおく。 

②まずブーツを履く。 

③本体下部の開口部より上半身を入れ、両手でそれぞれ左右の「補助フレーム」を掴ん

で持ち上げながら、頭をショルダーストラップの間に入れる。 

④ショルダーストラップの長さ及び肩パッドの位置を調整し、チェストストラップを留

めて長さ調整をする。 

⑤全体を整える。（胴体とブーツの間から衣服が見えないようご注意ください） 

 （※）テーブルがない場合は補助者２名で本体を持ち上げ着用者に被せる方法でも可。 

    その際は天井や照明器具などにぶつからないよう注意すること。 

 

（5）着用時について 

１．補助者の指示誘導に従ってください。 

２．フード操作時は、必ず左右両方の「フード操作用ハンドル」を使用して操作してくだ

さい。 

３．視界が狭いため、着ぐるみの頭部を壁にぶつけたり、足下に寄ってきた子どもにぶつ 

かることがあります。補助者の誘導に従って移動します。 

４．会話・発声はしない。 

５．マスコットキャラクターとしてのイメージが壊れるため、着用時の会話・発声は厳禁 

です。事前に補助者と「休憩」「トイレ」、「非常事態」などを知らせる合図を決めて

おいてください。 

６．ダレた態度、乱暴な態度など、キャラクターのイメージを損なう動きをしない。 

７．マスコットキャラクターとしてのイメージを損なう行動は慎んでください。例えば、 

子どもがいたずらしてきた時も、反撃はせずに、補助者に合図して補助者から制止し

てもらうようにします。 

８．走ったり、飛んだり、バランスを崩すような動きなど、危険な動きは禁止です。 

９．寝転がったり、子どもを抱きかかえる動きは禁止です。 
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１０．階段は一段ずつ補助者と確認しながら乗降してください。 

１１．足を引きずらないように歩いてください。 

１２．休憩時はかならず本体だけでなくブーツも脱いで休憩してください。 

１２．体調管理に留意し無理のない着用を心がけ、必ず 20分に 1回（夏場は 15分に 

1回）は休憩を取ってください。 

１３．途中で体調不良を感じた場合は、補助者に合図して速やかに休憩や交代するように 

してください。 

 

3 補助者の注意事項 

 

１．着ぐるみ着用者は、大変視界が狭いので、人や物にぶつかったり、段差につまずいた 

  りしないように、周辺の環境に気を配って、声をかけながら誘導します。 

２．常に着ぐるみ着用者のそばを離れず、着用者から合図があった時にはすぐに対応でき 

  る距離を保ってください。 

３．着ぐるみを誘導するときは、斜め前に位置し、着ぐるみの手を引いて誘導してくださ 

  い（子どもが多い会場などの場合は、2人以上の補助員を確保し、前後に分かれて付 

き添い子どもの突進、いたずら行為は補助者が必ず止めてください）。 

４．誘導をしているときや握手および写真撮影に応じるときは、着用者ではなく、かしも 

  っちぃに話し掛けるように声掛けをしてください。 

例：「かしもっちぃ、お友達が握手したいって言っているよ」、「かしもっちぃ、足下の 

段差に気をつけてね」など 

「誰が中に入っているの？」などの質問へは、「かしもっちぃは、かしもっちぃです 

よ」とにこやかに応えてください。 

５．周囲に誰もいない場合でも、控室以外では着用者と無駄話はしないでください。 

６．補助者は、着用時間の管理も行い、20分以上（夏場は 15分以上）の連続着用になら 

  ないようにしてください。 

 

4 返却時の注意事項 

 

１．給気ファン用コントローラーのスイッチをオフにする。 

２．本体内側に付着した汗は、きれいなタオルなどで拭き取り、特に肩ストラップは水拭

きをして、内部に無香料の消臭除菌スプレーを吹きかけ、風通しの良いところで陰干

しして、扇風機などで送風してよく乾かしてください。 

３．ブーツの裏の汚れをよくふき、乾いた新聞紙を丸めてブーツの中に詰めてください。 

４．表面が汚れた場合は、市販の洗濯用洗剤を溶かしたぬるま湯で叩くようにして拭き、 

その後、固く絞ったきれいなタオルで軽く水拭きしてください。 
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５．給気ファン用コントローラー、充電ケーブルを専用の収納袋に入れてください。 

６．1～5までを行った上で、収納袋、各パーツが完全に乾いた後に返却してください。 

７．運搬は必ず専用の収納袋に入れて行ってください。 

８．脱着時以外、本体は顔面を下向きに置かないように気をつけてください。 

９．車両での移動の際は、本体が潰れないように、上に物を置いたり、狭いスペースに 

無理に押し込んだりしないでください。 

１０．返却前にパーツ一式が揃っているか必ずチェックしてください。着ぐるみを返却に 

来た時に、着ぐるみのパーツの確認や汚損、破損などの確認をします。 

１１．使用マニュアルに反する行為、汚損、破損、盗難、返却の遅延等があった場合は、

次回の貸出をお断りすることがあります。 

１２．イベント等での着ぐるみ使用時の画像を１枚提出してください（後日でも結構で

す） 

 

5 返却時確認用チェックリスト 

 汚 損 破 損 内  容 

本体収納袋    

本体（操作ﾊﾝﾄﾞﾙ含む）    

左ブーツ    

右ブーツ    

コントローラー収納袋    

コントローラー    

充電用ケーブル    

 

                                         

 

                                         

 

                                         

 

     【申請・お問合せ窓口】  

柏 市 観 光 協 会 

〒277-0011千葉県柏市東上町７－１８柏商工会議所内 

TEL  04-7162-3315     E-mail   kankou@kashiwa-cci.or.jp 

営業時間 年末年始・夏季休業を除く平日の 

  ９：００～１２：００ ・ １３：００～１７：３０ 
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お話しを聞くポーズ     手を振るポーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ハグのポーズ       おちゃめなポーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        恥ずかしいのポーズ１   恥ずかしいのポーズ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かしもっちぃポーズ集 


