
『訪れてみたい日本のアニメ聖地８８（２０１８年版）』一覧＜地域順＞
都道府県名 自治体名 聖地種別 作品名／施設名／イベント名

旭川市 作品 櫻子さんの足下には死体が埋まっている

虻田郡洞爺湖町 作品 天体のメソッド

苫小牧市 作品 僕だけがいない街

函館市 作品 薄桜鬼 真改

青森県 むつ市大湊町 作品 艦隊これくしょん  ‐艦これ‐

岩手県 花巻市 施設 宮沢賢治童話村

石巻市 施設 石ノ森萬画館

仙台市 作品 Wake Up, Girls！

作品 釣りキチ三平

施設 横手市増田まんが美術館

作品 ガーリッシュ ナンバー

作品 ミス・モノクローム

会津若松市 作品 薄桜鬼 真改

須賀川市 作品 ウルトラマン（円谷英二氏生誕の地）

茨城県 大洗町 作品 ガールズ＆パンツァー　最終章

下都賀郡壬生町 施設 おもちゃのまちバンダイミュージアム

栃木市 作品 秒速5センチメートル

久喜市 作品 らき☆すた

川越市 作品 神様はじめました

作品 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。

作品 心が叫びたがってるんだ。

横瀬町 作品 心が叫びたがってるんだ。

飯能市 作品 ヤマノススメ おもいでプレゼント

千葉市 作品 俺の妹がこんなに可愛いわけがない

鴨川市 作品 輪廻のラグランジェ

江戸川区 作品 ルドルフとイッパイアッテナ

作品 時をかける少女（場所：東京国立博物館）

作品 刀剣乱舞-ONLINE-（場所：東京国立博物館）

作品 純情ロマンチカ

作品 ラブライブ！

作品 世界一初恋

作品 シュタインズ・ゲート

豊島区 作品 デュラララ!!

新宿区 作品 君の名は。

渋谷区 作品 バケモノの子

作品 アクセル・ワールド

作品 アクエリオンロゴス

施設 杉並アニメーションミュージアム

北海道

東京都

千葉県

埼玉県

栃木県

福島県

宮城県

台東区

千代田区

杉並区

秋田県 横手市

山形県 尾花沢市

秩父市
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都道府県名 自治体名 聖地種別 作品名／施設名／イベント名

作品 秒速5センチメートル

施設 長谷川町子美術館

作品 ウルトラマン（ウルトラマン商店街）

西東京市 作品 ケロロ軍曹

作品 SHIROBAKO

作品 そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION-

調布市 作品 水木マンガの生まれた街

青梅市 施設 青梅赤塚不二夫会館

立川市 作品 とある科学の超電磁砲

日野市 作品 薄桜鬼 真改

多摩市 施設 サンリオピューロランド

町田市 作品 デート・ア・ライブ

横浜市 作品 文豪ストレイドッグス

作品 ハイスクール・フリート

作品 艦隊これくしょん  ‐艦これ‐

作品 「エヴァンゲリオン」シリーズ

作品 弱虫ペダル

施設 新潟市マンガ・アニメ情報館

施設 新潟市マンガの家

上市町 作品 おおかみこどもの雨と雪

氷見市 施設 氷見市潮風ギャラリー（藤子不二雄Ⓐアートコレクション）

南砺市 作品 true tears

石川県 輪島市 施設 永井豪記念館

大町市 作品 おねがい☆ティーチャー

上田市 作品 サマーウォーズ

飛騨市 作品 君の名は。

高山市 作品 氷菓

作品 信長の忍び

作品 ルドルフとイッパイアッテナ

伊東市 作品 あまんちゅ！

沼津市 作品 ラブライブ！サンシャイン!!

施設 ちびまる子ちゃんランド

作品 ハルチカ ～ハルタとチカは青春する～

浜松市 作品 ガヴリールドロップアウト

愛知県 名古屋市 イベント 世界コスプレサミット

三重県 熊野市 作品 凪のあすから

舞鶴市 作品 艦隊これくしょん  ‐艦これ‐

作品 薄桜鬼 真改

作品 いなり、こんこん、恋いろは。

東京都

京都府

静岡市清水区
静岡県

京都市

足柄下郡箱根町

新潟県

岐阜市

岐阜県

長野県

富山県

神奈川県

新潟市

世田谷区

武蔵野市

横須賀市
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都道府県名 自治体名 聖地種別 作品名／施設名／イベント名

施設 京都国際マンガミュージアム

作品 少年陰陽師

作品 有頂天家族2

作品 夜は短し歩けよ乙女

京田辺市 作品 一休さん(場所: 酬恩庵一休寺)

大阪府 大阪市 作品 ハンドシェイカー

宝塚市 施設 宝塚市立手塚治虫記念館

西宮市 作品 長門有希ちゃんの消失

奈良県 吉野郡十津川村 作品 RDG レッドデータガール

北栄町 施設 青山剛昌ふるさと館

倉吉市 作品 ひなビタ♪

境港市 施設 水木しげるロード

岡山県 倉敷市 作品 ひるね姫 ～知らないワタシの物語～

三次市 作品 朝霧の巫女

作品 かみちゅ！

作品 蒼穹のファフナー

竹原市 作品 たまゆら

呉市 作品 艦隊これくしょん  ‐艦これ‐

イベント マチ★アソビ【イベント】

作品 おへんろ。

高松市 作品 おへんろ。

観音寺市 作品 結城友奈は勇者である

愛媛県 松山市 作品 おへんろ。

香美市 施設 香美市立やなせたかし記念館・アンパンマンミュージアム

高知市 作品 おへんろ。

福岡県 北九州市 施設 北九州市漫画ミュージアム

佐賀県 唐津市 作品 ユーリ!!! on ICE

長崎県 佐世保市 作品 艦隊これくしょん  ‐艦これ‐

熊本県 熊本市 作品 ケロロ軍曹

大分県 速見郡日出町 施設 サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド

作品 秒速5センチメートル

作品 ROBOTICS ; NOTES

沖縄県 島尻郡南風原町 作品 ウルトラマン（場所：金城哲夫資料館）

【番札所（インフォメーション＆展示等）】

0番札所 千葉県成田市 成田国際空港

1番札所 東京都千代田区 アニメ聖地88インフォメーションスポット

88番札所 東京都新宿区 東京都庁第一本庁舎 東京観光情報センター

高知県

香川県

広島県

鳥取県

兵庫県

京都府

徳島県 徳島市

鹿児島県 西之表市 種子島

尾道市

京都市
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頭文字 アルファベット表記 作品名／施設名／イベント名 都道府県名 自治体名

Accel World アクセル・ワールド 東京都 杉並区

Amanchu! あまんちゅ！ 静岡県 伊東市

Anohi mita Hana no Namae wo Bokutachi ha mada shiranai 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

Aquarion Logos アクエリオンロゴス 東京都 杉並区

Asagiri no Miko 朝霧の巫女 広島県 三次市

Bakemono no Ko バケモノの子 東京都 渋谷区

Boku dake ga inai Machi 僕だけがいない街 北海道 苫小牧市

Bungo Stray Dogs 文豪ストレイドッグス 神奈川県 横浜市

栃木県 栃木市

東京都 世田谷区

鹿児島県 西之表市 種子島

Date a Live デート・ア・ライブ 東京都 町田市

Durarara!! デュラララ!! 東京都 豊島区

E Evangerion Series 「エヴァンゲリオン」シリーズ 神奈川県 足柄下郡箱根町

Gabriel DropOut ガヴリールドロップアウト 静岡県 浜松市

Gi（a)rlish Number ガーリッシュ ナンバー 山形県 尾花沢市

GIRLS und PANZER　das FINALE ガールズ＆パンツァー　最終章 茨城県 大洗町

北海道 函館市

福島県 会津若松市

東京都 日野市

京都府 京都市

Hand Shakers ハンドシェイカー 大阪府 大阪市

Haru Chika～Haruta to Chika ha Seishun suru～ ハルチカ ～ハルタとチカは青春する～ 静岡県 静岡市清水区

High School Fleet ハイスクール・フリート 神奈川県 横須賀市

Hina Bita♪ ひなビタ♪ 鳥取県 倉吉市

Hirune Hime～Shiranai Watashi no  Monogatari～ ひるね姫 ～知らないワタシの物語～ 岡山県 倉敷市

Hyouka 氷菓 岐阜県 高山市

Ikkyu san 一休さん(場所: 酬恩庵一休寺) 京都府 京田辺市

Inari Konkon Koi Iroha いなり、こんこん、恋いろは。 京都府 京都市

J Junjo Romantica 純情ロマンチカ 東京都 千代田区

Kamichu！ かみちゅ！ 広島県 尾道市

Kamisama Hajime mashita 神様はじめました 埼玉県 川越市

青森県 むつ市大湊町

神奈川県 横須賀市

京都府 舞鶴市

広島県 呉市

長崎県 佐世保市

東京都 西東京市

熊本県 熊本市

東京都 新宿区

岐阜県 飛騨市

埼玉県 秩父市

埼玉県 横瀬町

Love Live！ ラブライブ！ 東京都 千代田区

Love Live！Sunshine!! ラブライブ！サンシャイン!! 静岡県 沼津市

Lucky Star らき☆すた 埼玉県 久喜市

M M iss Monochrome ミス・モノクローム 山形県 尾花沢市

D

B

A

L

K

I

H

G

秒速5センチメートルByosoku 5centimeter

艦隊これくしょん  ‐艦これ‐Kantai Collection

薄桜鬼 真改Hakuoki Shinkai

君の名は。Kimi no Na ha

ケロロ軍曹Keroro Gunso

心が叫びたがってるんだ。Kokoro ga Sakebitagatte runda
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頭文字 アルファベット表記 作品名／施設名／イベント名 都道府県名 自治体名

Nagato Yuki chan no shoshitsu 長門有希ちゃんの消失 兵庫県 西宮市

Nagi no Asu kara 凪のあすから 三重県 熊野市

Nobunaga no Shinobi 信長の忍び 岐阜県 岐阜市

徳島県 徳島市

香川県 高松市

愛媛県 松山市

高知県 高知市

Okami Kodomo no Ame to Yuki おおかみこどもの雨と雪 富山県 上市町

Onegai☆Teacher おねがい☆ティーチャー 長野県 大町市

Ore no Imouto ga konnani kawaii wake ga nai 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 千葉県 千葉市

RDG Red Data Girl RDG レッドデータガール 奈良県 吉野郡十津川村

Rinne no Lagrange 輪廻のラグランジェ 千葉県 鴨川市

Robotics;Notes ROBOTICS ; NOTES 鹿児島県 西之表市 種子島

東京都 江戸川区

岐阜県 岐阜市

Sakurakosan no Ashimoto niha Shitai ga Umatte iru 櫻子さんの足下には死体が埋まっている 北海道 旭川市

Sekai ichi Hatsukoi 世界一初恋 東京都 千代田区

Shirobako SHIROBAKO 東京都 武蔵野市

Shonen Onmyoji 少年陰陽師 京都府 京都市

Sokyu no Fafner 蒼穹のファフナー 広島県 尾道市

Soni Ani -SUPER SONICO THE ANIMATION- そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- 東京都 武蔵野市

Sora no Method 天体のメソッド 北海道 虻田郡洞爺湖町

Steins;Gate シュタインズ・ゲート 東京都 千代田区

Summer Wars サマーウォーズ 長野県 上田市

Tamayura たまゆら 広島県 竹原市

Toaru kagaku no Railgun とある科学の超電磁砲 東京都 立川市

Toki wo kakeru Shojo 時をかける少女（場所：東京国立博物館） 東京都 台東区

Touken Ranbu Online 刀剣乱舞-ONLINE-（場所：東京国立博物館） 東京都 台東区

True Tears true tears 富山県 南砺市

Tsurikichi Sanpei 釣りキチ三平 秋田県 横手市

Uchoten Kazoku 2 有頂天家族2 京都府 京都市

Ultraman Series（Tsuburaya Eiji seitan no chi） ウルトラマン（円谷英二氏生誕の地） 福島県 須賀川市

Ultraman Series（Ultraman Shotengai） ウルトラマン（ウルトラマン商店街） 東京都 世田谷区

Ultraman Series（Syofuen/Kinjo Tetsuo Shiryokan） ウルトラマン（場所：金城哲夫資料館） 沖縄県 島尻郡南風原町

W Wake Up, Girls！ Wake Up, Girls！ 宮城県 仙台市

Yama no susume Omoide Present ヤマノススメ おもいでプレゼント 埼玉県 飯能市

Yoru ha Mijikashi Arukeyo Otome 夜は短し歩けよ乙女 京都府 京都市

Yowamushi Pedal 弱虫ペダル 神奈川県 足柄下郡箱根町

Yuki Yuna ha Yusha dearu 結城友奈は勇者である 香川県 観音寺市

Yuri!!! on Ice ユーリ!!! on ICE 佐賀県 唐津市

【施設／イベント】

A Aoyama Gosho Furusatokan 青山剛昌ふるさと館 鳥取県 北栄町

C Chibi Maruko Chan Land ちびまる子ちゃんランド 静岡県 静岡市清水区

Hasegawa Machiko Bijutsukan 長谷川町子美術館 東京都 世田谷区

Himishi Shiokaze Gallery（Fujiko FujioⒶArt Collection） 氷見市潮風ギャラリー（藤子不二雄Ⓐアートコレクション） 富山県 氷見市

I Ishinomori Mangakan 石ノ森萬画館 宮城県 石巻市

Kamishiritsu Yanase Takashi Kinenkan Anpanman Museum 香美市立やなせたかし記念館・アンパンマンミュージアム 高知県 香美市

H

Y

U

T

S

R

O

N

ルドルフとイッパイアッテナRudolf to Ippaiattena

おへんろ。Ohenro
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Kitakyushushi Manga Museum 北九州市漫画ミュージアム 福岡県 北九州市

Kyoto Kokusai Manga Museum 京都国際マンガミュージアム 京都府 京都市

M ACHI★ASOBI マチ★アソビ【イベント】 徳島県 徳島市

Miyazawa Kenji Dowa Mura 宮沢賢治童話村 岩手県 花巻市

Mizuki Manga no umareta Machi 水木マンガの生まれた街 東京都 調布市

Mizuki Shigeru Road 水木しげるロード 鳥取県 境港市

Nagai Go Kinenkan 永井豪記念館 石川県 輪島市

Niigatashi Manga Anime Johokan 新潟市マンガ・アニメ情報館 新潟県 新潟市

Niigatashi Manga no Ie 新潟市マンガの家 新潟県 新潟市

Ome Akatsuka Fujio Kaikan 青梅赤塚不二夫会館 東京都 青梅市

Omochanomachi Bandai Museum おもちゃのまちバンダイミュージアム 栃木県 下都賀郡壬生町

Sanrio Character Park Harmonyland サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド 大分県 速見郡日出町

Sanrio Puroland サンリオピューロランド 東京都 多摩市

Sekai Cosplay Summit 世界コスプレサミット 愛知県 名古屋市

Suginami Animation Museum 杉並アニメーションミュージアム 東京都 杉並区

T Takarazukashi Tezuka Osamu Kinenkan 宝塚市立手塚治虫記念館 兵庫県 宝塚市

Y Yokoteshi Masuda Manga Bijutsukan 横手市増田まんが美術館 秋田県 横手市

【番札所（インフォメーション＆展示等）】

0 Narita Kokusai kuukou 【0番札所】成田国際空港 千葉県 成田市

1 Animeseichi88 the Information Spot 【1番札所】アニメ聖地88インフォメーションスポット 東京都 千代田区

88 Tokyo Tourist Information Center 【88番札所】東京都庁第一本庁舎 東京観光情報センター 東京都 新宿区
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