妖怪ブロンズ像のスポンサー公募中
新設予定の妖怪ブロンズ像一覧表
高=105 ㎝

平成 29 年 1 月 10 日現在
(１) 二口女（ふたくちおんな）
募集金額１，２００，０００円
設置場所 本町アーケード
地域：千葉県北部、茨城県南西部
一般に、継子を憎み、食物を与えず
殺したとき、二口女が生まれるとい
われる。口が前後にあって､食物を食
うときには髪の先が蛇になり、後ろ
の口の箸のかわりをする。後ろに口
に食物を与えないと、あらぬことを
わめいて苦しめる。

高=98 ㎝

(２) 三味長老（しゃみちょうろう）
募集金額１，２００，０００円
設置場所 本町アーケード
地域：四国
その道に堪能な者に長年使われた三
味線の付喪神。ただ単に年を経た楽
器ではなく、人の念のようなものが
籠って妖怪化した。昔の諺に「沙弥
から長老になれぬ」と言うものがあ
る。沙弥とは正式な僧になっていな
い子供。物事には順序があるという
意味。さしずめ三味長老は、僧に例
えるなら国師の位にあたる。

高=95 ㎝

(３)瀬戸大将（せとたいしょう）
募集金額１，２００，０００円
設置場所 本町アーケード
地域：愛知県瀬戸市
頭が徳利、背は燗鍋と、全身が瀬戸
物でできている瀬戸大将は、瀬戸物
の付喪神なのだろう。佐賀の唐津焼
との合戦で勝利したために、瀬戸物
は陶磁器の主流になり得たのであ
る。

そのこレディースクリニック

様

愛知県尾張旭市
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妖怪ブロンズ像のスポンサー公募中
新設予定の妖怪ブロンズ像一覧表

平成 29 年 1 月 10 日現在

高=120 ㎝

(４)ケンモン

※ブロンズ像 2 体

募集金額１，２００，０００円
設置場所 松ヶ枝町
地域：鹿児島県奄美群島
おかっぱ頭の上にある皿の中には油
が入っていて、夜になるとここに火
をつけて海岸に出てくる。相撲を好
み、人に出会うとすぐに勝負を挑ん
でくるが、仇をなすことはしない。

高=65 ㎝

(５)水虎（すいこ）
募集金額１，２００，０００円
設置場所 松ヶ枝町
地域：九州筑後川、滋賀県琵琶湖
河童の中でも親方のように大きく、
しかも人に見えにくい。川とか海中
にすんでいて、年に一度かならず人
を海中に引き入れて精血を吸い、屍
はもとに返すという。身を隠す術を
心得ており、死なないかぎり姿を見
せない。

高=119 ㎝

(６)エンコウ

※ブロンズ像 2 体

募集金額１，２００，０００円
設置場所 松ヶ枝町
地域：高知県
河童の類。川や池はもちろん、海中
に棲むこともあるといわれている。
金物を嫌う、相撲が好き、人に憑く
などといった特徴が語られる。赤ん
坊のような姿で、鰻のようにぬるぬ
るした肌をしており、真っ赤な顔は
猿に似ている。
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妖怪ブロンズ像のスポンサー公募中
新設予定の妖怪ブロンズ像一覧表
高=118 ㎝

平成 29 年 1 月 10 日現在
(７)火取魔（ひとりま）
募集金額１，２００，０００円
設置場所 松ヶ枝町
地域：石川県加賀市
火のついた提灯を持って歩いている
と、すーっと火が吸い取られるよう
になくなることがあるという。そこ
を過ぎれば、またもとの明るさに戻
るというのだ。これが火取魔の仕業
である。

高=100 ㎝

(８)山爺（やまじじい）
募集金額１，２００，０００円
設置場所 松ヶ枝町
地域：高知県
山爺は、山鬼のことであるという。
目一つ、足一つの老人のようで、蓑
のようなものを着ている。土佐の山
中に多く、全身に鼠色の短い毛があ
り、目は大きくしかも光っている。
強い顎を持ち歯が異常に強い。

高 88 ㎝

(９)カワエロ
募集金額１，２００，０００円
設置場所 大正橋
地域：岐阜県揖斐郡
川の中にいるときはけっして姿を見
せないが、川底から出てくるとよく
猿に化けるといわれ、その化けた猿
の足跡はほとんど踵がないので、そ
れと分かるという。

そのこレディースクリニック

様

愛知県尾張旭市
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妖怪ブロンズ像のスポンサー公募中
新設予定の妖怪ブロンズ像一覧表
高=90 ㎝

平成 29 年 1 月 10 日現在
(１０)アマメハギ
募集金額１，２００，０００円
設置場所 大正町
地域：能登半島
年越しの晩に出る妖怪とも神の使い
ともつかぬもの。秋田地方にはナマ
ハゲというのがいるが、それと似た
ものである。アマメというのは足な
どに出来る「怠けだこ」のこと。そ
れを剥ぎ取りにくるのがアマメハギ
である。農家ではこれを歓迎し甘酒
などでもてなし、一生懸命働きます
と誓ったという。

高=103 ㎝

(１１)クサビラ神（くさびらがみ）
募集金額１，２００，０００円
設置場所 大正町
地域：滋賀県草津市
クサビラとはキノコのこと。昔ひど
い飢饉があり、人々は餓死寸前の状
態に追い込まれたとき、神社の神域
に大量発生したキノコを食べること
で住民たちは救われた。その神社を
「菌（くさびら）神社」と言い近隣
の人々には「キノコの神社」で通っ
ている。

高=83 ㎝

(１２)土用坊主（どようぼうず）
募集金額１，２００，０００円
設置場所 大正町
地域：神奈川県相模原市
土用坊主は、土用になると邸地内に
現れるという。土地にはそれぞれ土
地神がいて、その土地神に無断で土
を動かしたりすると、災いが起こる
と信じられているから、あらかじめ、
地鎮祭などを行うわけであるが、土
用坊主も一種の土地神だといえる。
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妖怪ブロンズ像のスポンサー公募中
新設予定の妖怪ブロンズ像一覧表
高=100 ㎝

平成 29 年 1 月 10 日現在
(１３)ムーラちゃん
募集金額１，３００，０００円
設置場所 駅前ゾーン
「テレビマガジン」昭和 54 年 2 月号
～12 月号。水木しげる氏の本名であ
る「武良」から付けられたといわれ
ている。1 万 2 千年の眠りから目覚
めた、ムー大陸の王様。マシュマロ
の様な柔らかい体をしており、自由
に変形する事ができる。また、妖怪

有限会社 池商 様

の対処法などに詳しい。

鳥取県境港市

高=107 ㎝

(１４)フーシギくん
募集金額１，３００，０００円
設置場所 駅前ゾーン
「テレビマガジン」昭和 49 年 8 月号
～12 月号。日本の超能力者の元祖・
役の行者三十代目にあたり、妖怪を
相手に活躍する。手足を自由に伸ば
す事ができる。
水木家族に好評な作品で、布枝夫人
は「フーシギくんの歌」を作り、よ
く家族で歌っていた。また、キャラ
クターは尚子氏の意見を取り入れて
決定したと言われる。

高=120 ㎝

(１５)テレビくん
募集金額１，３００，０００円
設置場所 駅前ゾーン
初出は「別冊少年マガジン」昭和 40
年 8 月 15 日号。水木氏の少年漫画誌
デビュー作品。
テレビの中に自由に出入りできる不
思議な少年。テレビに入り、コマー
シャルのチョコレートやアイスクリ
ームを食べたり、テレビの中で昼寝

丸美屋食品グループ マルコフーズ株式会社 様

をする事もある。トランジスタテレ

鳥取県境港市

ビを持って、旅館やホテルを転々と
しながら生活している。
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妖怪ブロンズ像のスポンサー公募中
新設予定の妖怪ブロンズ像一覧表

平成 29 年 1 月 10 日現在

高=116 ㎝

(１６)埋れ木真吾（うもれぎしんご）
募集金額１，３００，０００円
設置場所 駅前ゾーン
「悪魔くん」埋れ木真吾版（昭和 63
年～平成 2 年）オカルトに造詣が深
い小学 5 年生。幼稚園に入るまでに
博士課程を 1 ダース程修了した神
童。
「一万年に一人現れ、世界を天国
のような場所にすることができる救
世主」とされる。

株式会社 中海葬儀社 境港メモリアルホール 様
鳥取県境港市

高=108 ㎝

(１７)メフィスト二世
募集金額１，３００，０００円
設置場所 駅前ゾーン
「悪魔くん」埋れ木真吾版（昭和 63
年～平成 2 年）悪魔の少年。父親の
老メフィストが腰をいためたため
に、かわりに出てきた息子のメフィ
スト。魔力に優れ、様々な魔法を使
いこなす。ラーメンが大好物。

株式会社 ＣＴＲ

様

岡山県津山市

高=110 ㎝

(１８)大海獣（だいかいじゅう）
募集金額２，９００，０００円
設置場所 駅前ゾーン
太古よりニューギニアの湿地帯に棲
息する神秘の生物。 ヒゲクジラのよ
うな頭部と人間状の手足、体に比較
すると小さな尾をもつ非常に巨大な
怪獣のような生物で、3 億年もの時
を生き長らえてきた。大きさなどは
分かっていないが、2 足歩行時の身

山陰信販 株式会社 様

長は高層ビルを遥かに超える。

鳥取県米子市
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