
 

 
 

かわさき産業親善大使  
川崎市消防局「放火火災防止広報大使」	 

川崎市環境局「3R 推進広報大使」	 

川崎南・川崎北・川崎西税務署「確定申告広報大使」	 

川崎市消費者行政センター「消費生活応援隊」	 

川崎市 10 大ニュースイメージキャラクター	 

神奈川県中原警察署広報大使	 

神奈川県赤十字血液センター	 かわさき献血応援隊	 

神奈川県	 特命かながわ発信隊	 

たかつ自転車ルール守り隊	 

平成 24 年度川崎市イメージアップ認定事業	 

宮前区誕生 30 周年記念協賛認定事業	 

 

活動内容資料  



＜プロフィール＞  
 
神奈川県川崎市の地域活性化プロジェクトとして 2011 年 10 月に結成された川崎のご当地ア

イドル。ホワイトウルフ所属。	 

	 

メンバーはそれぞれ担当区を持ち（初代担当区は当時の市長が選定）、動画やブログでの PR

活動に加え、企業訪問や介護ボランティア、チャリティ活動、3R 推進活動など、川崎の魅力

を全国・世界に伝えるため様々な活動を展開。そしてその活動が、事業として「川崎市イメ

ージアップ事業」「宮前区誕生 30 周年記念協賛事業」に認定されている他、数多くの大使や

イメージキャラクターにも就任している。現在、日本一肩書きの多いアイドルとして活動中。

（※肩書きの保持数は 50 個）	 

	 

更に地元では企業活性化を促すため、市内企業や店舗と様々なコラボ商品を開発。	 

「小町豆」「チョ！小町」「小町☆エコ箸」「小町☆マグカップ」「小町そば~純情風味~」

「小町タコライス」「小町ねこドーナツ」「小町☆カルピス」「小町☆サワー」「小町☆ピ

ーチ」「純情小町カクテル」など続々と発売し、川崎の製品や食品、職人やお店の広告・PR

活動にも力を入れている。	 

※イトーヨーカドー武蔵小杉駅前店、ドン・キホーテ溝ノ口駅前店では川崎純情小町☆の特

設コーナーも設置。	 

	 

また、地域貢献活動を精力的に行っているだけでなく、ファンを巻き込んだライブパフォー

マンスや楽曲にも定評があり、年間 200 本以上ものイベントに出演している。結成 5 周年を

迎えた 2016 年 10 月には地元川崎の大型ライブハウス「クラブチッタ」にてワンマンライブ

を開催。500 人を超える動員を記録し大成功を収めた。	 

	 

最近ではテレビやラジオ等のメディア出演も増え、各方面に活躍の幅を広げている。	 

	 

＜レギュラー番組＞	 

YOU テレビ「好きです♡かわさき」（月~木 15:45~、22:45~	 金~日 11:45~、15:45~）	 

tvk「ファイト！川崎フロンターレ」（2017/1~2018/12）	 

FM ヨコハマ「ラジオ純情小町☆」（2017/4~2017/9）	 

ラジオ日本「かわさきマッチングタイム」（2013/4~2015/3）	 

かわさき FM「アクセスかわさき 930」（2014/7~2016/3）	 

	 

	 
※クラブチッタワンマンライブの様子 



＜リリース＞  
 
■	 CD（シングル／アルバム）  

 

 
1st「一輪華/ドリ☆バル」 
（2012年 5月 25日発売） 

 

 

 
2nd「川崎純情音頭」 
（2013年 2月 8日発売） 

 

 

 
3rd「風林火山」 

（2014年 1月 10日発売） 
 

4th「3Rでハッピーデイズ！」 
（2014年 4月 1日発売） 

 

 
5th「疾風迅雷」 

（2014年 7月 23日発売） 
 

 
6th「裸々乱！」 

（2015年 8月 26日発売） 
 

 
7th「BEST FIVE of KOMACHI」 
（2016年 10月 14日発売） 

 

 
8th「華鳥風月／キミと作る物語」 
（2017年 3月 21日発売） 

 

 
9th「Lotus Bloom」 

（2018年 5月 25日発売） 

 
 
 
 
 
 



＜メンバー紹介＞  
 

  
宮内桃子（みやうちももこ）  

愛称：ももちゃん 
担当区：川崎区・幸区 
誕生日：2月 9日 
血液型：A型 

好きな食べ物：じゃがばた饅頭 
オススメスポット：夢見ヶ崎動物公園 

 

橋本朱理（はしもとあかり）  
愛称：あかりす 

担当区：中原区・麻生区 
誕生日：4月 15日 
血液型：A型 

好きな食べ物：ロマンスカー焼き 
オススメスポット：フロンターレ麻生グラウンド 

 

  
宝生麻佑（ほうしょうまゆ）  

愛称：まゆちゅん 
担当区：高津区 
誕生日：8月 17日 
血液型：O型 

好きな食べ物：かりんとまんじゅう 
オススメスポット：溝口神社 

立田美梨花（たつたみりか）  
愛称：ミリエル 

担当区：宮前区・多摩区 
誕生日：9月 3日 
血液型：B型 

好きな食べ物：みやまえうどん 
オススメスポット：等覚院（つつじ寺） 



＜メディア出演＞  
 
■	 テレビ 
 
＜レギュラー番組＞ 
「好きです♡かわさき」（デジタル 11ch／YOUテレビ） 
	 毎日放送（月~木 15:45~、22:45~／金~日 11:45~、15:45~） 
「ファイト！川崎フロンターレ」（デジタル 3ch／tvk） 
（2017/1~2018/12） 
 
 
・おはようにっぽん（2018年 10月、NHK） 
・首都圏ニュース（2018年 10月、NHK） 
・バイキング（2018年 10月、フジテレビ） 
・カニつめくん（2018年 8月、テレビ東京） 
・安田大サーカスクロちゃんのアイドルステーション（2018年 3月、目黒 FMチャンネル） 
・ゴッドタン（2018年 1月、テレビ東京） 
・情報 7daysニュースキャスター（2017年 12月、TBS） 
・パンサーの競輪、はじめました！（2017年 9月、BS日本テレビ） 
・汐留ロコドル甲子園 2015～決勝戦・独占中継～（2015年 9月、NOTTV） 
・J:COMデイリーニュース（2015年 8月、j:com） 
・大杉漣の漣ぽっ（2015年 7月、BSフジ） 
・もってけダービー’14春（2015年 3、TBS） 
・かながわ旬菜ナビ（2015年 1月、tvk） 
・THEカラオケ★バトル（2014年 9月、テレビ東京） 
・なまら面白い俺が郷里の TVをちんちん見るばい！！（2014年 3月 4週、NOTTV） 
・じもっティ！（2014年 1月、j:com） 
・めちゃ×2ユルんでるッ!（2013年 7、8月、ゼロテレビ） 
・みのもんたの朝ズバッ!（2013年 7月、TBS） 
・ワイド!スクランブル（2013年 7月、テレビ朝日） 
・スーパーニュース（2013年 7月、フジテレビ） 
・ニュース JAPAN（2013年 7月、フジテレビ） 
・スッキリ!!（2013年 7月、日本テレビ） 
・なるほどプレゼンター!花咲かタイムズ（2013年 5月、CBC） 
・My You！（2013年 4月、YOUテレビ） 
・MUSIC ON! TV（2013年 4月、スカパー!） 
・あっぱれ!KANAGAWA大行進（2013年 1月、tvk） 
・ドキドキ☆パラダイス（2013年 1月、スカパー!） 
・Music Japan TV（2012年 12月、スカパー!） 
・LOVEかわさき（2012年 11月-2015年 3月、tvk） 
・アイパラ☆LIVE（2012年 10月、スカパー!） 
・好きです かわさき!（2012年 10月、YOUテレビ） 
・Shohjo隊あいどる☆一番星（2012年 9月、スカパー!） 
・YOUTV SPECIAL LIVE（2012年 5、6月、YOUテレビ） 
他多数 
 
 
 
 



■ラジオ  
 
＜レギュラー番組＞ 
「ラジオ純情小町☆」（84.7MHz／FM ヨコハマ）	 

（2017/4~2017/9）	 

「かわさきマッチングタイム」「かわさきレインボースタジオ」（1422kHz／ラジオ日本）	 

（2013/4~2015/3）	 

「アクセスかわさき９３０」（79.1MHz／かわさき FM）	 

（2014/7~2016/3）	 
 
＜その他＞ 
	 ニッポン放送「ミュ~コミ+プラス」 
	 ラジオ日本「ヨコハマ・ラジアンヌスタイル」「かわさきフィーリング」 
	 FMヨコハマ「AIR CRUISE」「SWITCH！KAWASAKI」「E-ne!~good for you~」 
	 NACK5「i Meet Up!」「IDOL Showcase ～i-BAN」 
	 Bayfm「midnight Voice」「LIVE HOUSE COUNCIL」 
	 レインボータウン FM「発信しちゃお！！」「上野淳の東京☆夜会」 
	 かわさき FM「アクセスかわさき 930」「かわさき DOWNSTREAM」 
	 他多数 
 
 
■新聞・雑誌  
 
    産經新聞（産業経済新聞社） 
    読売新聞（読売新聞社） 
    毎日新聞（毎日新聞社） 
    東京新聞（中日新聞東京本社） 
    神奈川新聞（神奈川新聞社） 
    日刊スポーツ（日刊スポーツ新聞社） 
	 スポニチ（スポーツニッポン新聞社） 
	 サンスポ（産経新聞社） 
	 東スポ（東京スポーツ新聞社） 
	 デイリースポーツ（神戸新聞社） 
	 東京中日スポーツ（中日新聞東京本社） 
	 夕刊フジ（産業経済新聞社） 
	 スポーツ報知（報知新聞社） 
	 タウンニュース（タウンニュース社） 
	 プレイボーイ（集英社） 
	 横浜ウォーカー（角川マガジンズ）  
	 月刊オーディション（白夜書房） 
	 月刊デ☆ビュー（オリコン・エンターテインメント） 
    週刊漫画ゴラク（日本文芸社） 
	 CM NOW Vol.157（玄光社） 
    あえるアイドル大百科（宝島社） 
	 全国あいどる map（エンターブレイン） 
	 ブレイクマックス（コアマガジン） 
 
	 他多数 
 



様々な著名人とも共演！  
 
☆一部をご紹介☆  
 

 
デヴィ・スカルノ夫人さん 

 

 
はるな愛さん 

 
大杉漣さん 

 
テツ andトモさん 

 

 
岡村隆史さん 

 
クロちゃんさん 

 
レッド吉田さん 

 

 
パンチ佐藤さん 

 
博多華丸さん 橋本マナミさん 

 
川崎麻世さん 

 

 
ダニエル・カールさん 

 
波田陽区さん 

 
とにかく明るい安村さん 

 
森口博子さん 

 
小笠原茉由さん（AKB48） 

 
※その他にも数多くの方々とお仕事をさせて頂いております。 



＜イベント出演経歴＞  
	 

	 多摩川花火大会	 

	 川崎国際多摩川マラソン	 

	 多摩川リバーサイド駅伝	 

	 川崎競輪場	 

	 川崎競馬場	 

	 平和島競艇場	 

	 Zepp	 DiverCity「TOKYO	 IDOL	 FESTIVAL	 2013」	 

	 赤坂 BRITZ	 

	 横浜 BRITZ	 

	 ラゾーナ川崎	 

	 川崎クラブチッタ	 

	 川崎アゼリア	 

	 川崎ルフロン	 

	 川崎モアーズ	 

	 等々力アリーナ	 

	 等々力陸上競技場	 

	 横浜赤レンガ倉庫広場	 

	 赤坂サカス	 Sacas 広場	 

	 ザよこはまパレード	 

	 川崎 Serbian	 Night	 

	 かわさき市民祭り	 

	 川崎みなと祭り	 

	 かわさき楽大師まつり	 

	 かわさき大職人展	 

	 かわさきマイスターまつり	 

	 技能フェスティバル	 

	 いいじゃん・かわさき	 

	 連連連・つなごうかわさき	 

	 南部市場食鮮まつり	 

	 多摩ふれあいまつり	 

	 高津区民祭	 

	 麻生区民祭	 

	 高津区民音楽祭	 

	 稲毛神社	 

	 高石神社	 

	 細山神明社	 

	 初山神社	 

	 小倉神社	 

	 小杉神社	 

	 渋谷 O-WEST	 

	 渋谷 LIQUIDROOM	 

	 六本木 morph-tokyo	 

	 渋谷	 Duo	 Music	 Exchange	 

	 	 

	 他多数	 

 



＜川崎市×神奈川県警×川崎純情小町☆＞ 
 
「特殊詐欺一掃☆川崎防衛隊に任命」  
 
2018年 10月、川崎市と神奈川県警から特殊詐欺一掃☆川崎防衛隊に任命されました。 
啓発ポスターや対策用リーフレットの作成、啓発イベントの実施等で振り込み詐欺な

どの特殊詐欺被害抑止活動に取り組んでいます。	 
 

  

  

  

  



＜神奈川県赤十字血液センター×川崎純情小町☆＞ 
 
「かわさき献血応援隊に任命」  
 
2017 年 2 月、神奈川県赤十字血液センター（日本赤十字社）のかわさき献血応援隊
に任命されました。 
献血促進ポスター制作、献血キャンペーンやイベントの実施等を通じて、輸血用血液

を安定的に確保することに協力しております。	 
 

  

  

  

  
 



＜川崎市消防局×川崎純情小町☆＞ 
 
「放火火災防止広報大使に任命」  
 
2015年 3月、川崎市消防局の放火火災防止(火災予防)広報大使に任命されました。 
放火防止対策用のポスター制作や、火災予防全般の呼びかけ等、放火火災の撲滅に向

け、安心して暮らせる街づくりを目指した火災予防運動に協力しております。	 
 

  

  

  

  



＜川崎南・川崎北・川崎西税務署×川崎純情小町☆＞ 
 
「確定申告広報大使に任命」  
 
2015年 12月、川崎南・川崎北・川崎西税務署の確定申告広報大使に任命されました。 
確定申告の広報 CMを制作し市内大型ビジョンや Youtube、国税庁ホームページなど
で情報を発信。またパソコンでの申告書作成体験会等も開催しました。	 
 

  

  

  

  



＜川崎商工会議所×川崎純情小町☆＞ 
 
「かわさき産業親善大使に任命」  
 
2015 年 3 月、川崎商工会議所のかわさき産業親善大使に任命されました。川崎の魅
力を域外へ広く発信させるため、川崎市の産業についての広報活動を行っております。	 
 

  

  

  

  



＜川崎市消費者行政センター×川崎純情小町☆＞ 
 
「川崎市消費生活応援隊に任命」  
 
2014 年 9 月、川崎市消費者行政センターの消費生活応援隊に任命されました。消費
者行政センターと連携を図り、寸劇による事例紹介や啓発ソングの制作、イベントで

の PR活動等積極的に啓発活動を行っております。	 
 
 

  

  

  

  
 
 



＜川崎競輪場×川崎純情小町☆＞ 
 
「川崎競輪イメージキャラクターに任命」  
 
2014年 4月川崎市長より川崎競輪のイメージキャラクターに任命されました。 
川崎競輪場と連携をはかり、競輪業界をより発展させていくために、場内でのイベン

トステージやトークショー、来場者のお出迎えなども行っています。	 
 

  

  

  

  



＜川崎市環境局×川崎純情小町☆＞ 
	 

「川崎市 3R推進広報大使に任命」  
	 

2013年 7月川崎市長より川崎市の 3R推進広報大使に任命されました。 
大使として朝のゴミ拾いなどの環境美化活動や広報リーフレットの配布など、川崎市

と協力しながら 3Rの推進活動を行っています。 
	 

  

  

  

	 	 



＜神奈川県警×川崎純情小町☆＞ 
 
「一日警察署長、一日サイバーポリス、中原警察署広報大使に任命」  
 
神奈川県警より一日サイバーポリスや一日警察署長、そして中原警察署では広報大使

に任命されました。神奈川県警と連携をはかり、交通安全やサイバー犯罪防止への呼

びかけ、そして１１０番の日広報キャンペーンへの参加なども行っています。 
 

  

  

  

  



＜神奈川県×川崎純情小町☆＞ 
 
「特命かながわ発信隊に任命」  
 
神奈川県の魅力を様々な角度から発信するため、特命かながわ発信隊に任命されまし

た。黒岩県知事や著名人の方々と共に制作した「動物愛護」の PR動画に参加してお
ります。	 
 

  

  

  

  



＜川崎市議会×川崎純情小町☆＞ 
 
市議会の活動を広く知って頂き、イメージアップへ寄与することを目的として「川崎

純情小町☆」が市議会を傍聴。そのときの様子を議会広報誌「議会かわさき」に取り

上げて頂きました。 
また、夏休みこども議場見学会を取材し、子供達と一緒に市議会ではどのようなこと

が行われているかを学びラジオ番組にて放映もしております。	 
 

  

  

  

  
 



＜川崎市経済労働局×川崎純情小町☆＞ 
 
「川崎市内の技術・技能職者 PR番組制作」  
 
川崎市経済労働局と連携を図り、川崎市の技能者や職人の皆様をご紹介する映像番組

「The	 職人魂」を制作。川崎純情小町☆が番組レポーターを務め、番組内で技能職者

の魅力を伝えています。	 

これらはインターネット放送局 KTV（Kawasaki	 Television）から Youtube を通して

全世界にも配信されています。	 
 
 

  

  

  

  
 
地域活性化応援放送局 KTV（Kawasaki Television）YouTubeチャンネル 
https://www.youtube.com/channel/UCWksJCQPTBESrf4ujS9MPLw 



＜川崎の地域情報サイト『川崎純情商店街☆』＞ 
 
川崎市の魅力を全国・世界に発信していくべく、川崎純情小町☆が各担当区の情報や

お店、スポット、グルメなど様々な魅力を投稿しています。 
 
サイト URL http://kawasaki-street.com/ 
 
サイトは川崎ガイドブックのWEB版をイメージしたもので、川崎市内の実在するお
店や企業、商業施設などから技術・技能職者に至るまで、川崎の魅力をブログ形式で

紹介しています。 
 
情報はメンバーが直接取材に行き、消費者が求める情報をわかりやすく掲載。  
また、サイト内ではジャンル、地区やワード別で検索して情報を得ることもできます。 
 
『平成 25年度川崎市イメージアップ事業』として川崎市より認定を受けました。 
 
 

 
 
 
 



＜介護ボランティア活動＞ 
 
2012 年より麻生区にある高齢者対応デイサービス「さくらの丘」さんで定期的に介
護ボランティアのお手伝いをしております。 
 
 

  

  

  

  
 



＜チャリティ活動＞ 
 
川崎の若手美容師が中心となって実施している、東日本大震災や世界の貧困をなくす

ためのチャリティ活動に賛同し、協力参加しています。(カンボジアに 2 校小学校が

建設されました。現在 3校目着工中。) 
 
 

  

  

  

  



＜企業 PR活動＞ 
 
企業を訪問し、商品や企業、そこで働いている人達の魅力を発信していく番組「とこ

とん企業訪問」を制作。地元企業を取材し、動画にして世界に情報発信しています。 
 

  

  

  

  
 
番組の様子は YouTubeにて全世界に配信されています。 
 
地域活性化応援放送局 KTV（Kawasaki Television）YouTubeチャンネル 
https://www.youtube.com/channel/UCWksJCQPTBESrf4ujS9MPLw 



＜コラボ商品開発＞ 
 
地域産業の活性化を目的として、川崎市内のお店とコラボメニューを開発し、商品を

販売しております。 
アイドルと商品をコラボさせることにより、新たな話題性や違う視点から商品の魅力

を引き出し、集客率増加の手助けになれればと考えております。 
 
 
☆	 コラボ商品紹介☆  
 
・	 蕎麦膳はやま様との「小町そば~純情風味~」  
・	 LOCOCOTA( ロココタ)様との「小町タコライス」  
・	 川崎大師「小田切商店」様との「小町だるま」  
・	 イクミママの動物ドーナツ様との「小町ねこドーナツ」  
・	 菓子工房おおはら様との「小町豆」「チョ！小町」  
・	 カラオケの鉄人様とのコラボ商品「小町サワー、小町カルピス」  
・	 DiningBar「Steal Hearts」様とのコラボ商品カクテル「純情小町☆」  
・	 川崎 SerbianNight様とのコラボ商品「小町ピーチ」  

 
	 など他にも多数商品展開 
 
 

  

  
 



＜地域新聞タウンニュース×川崎純情小町☆＞ 
 
神奈川県全域と東京都町田市に約 221万部を発行している地域新聞「タウンニュース」
と川崎純情小町☆のコラボでそれぞれの担当区をリポートし、記事にして地域の方々

に PR、またコラムコーナーを連載し、おすすめスポットをご紹介するなども行って
きました。 
 
 

 
 

 
 
 
 



＜宮前区誕生 30周年記念協賛事業認定＞ 
	 

宮前区のゆるキャラ「宮前兄妹」と「川崎純情小町☆」とのコラボキャラクター「宮

前兄妹~小町風~」「川崎純情コスミン」が誕生しました。	 

	 

また、宮前区誕生 30 周年記念協賛事業として、『宮前兄妹』のテーマソング「Lucky	 

Flower(ラッキーフラワー)」のカバーや宮前区にある花屋「加藤花飾堂」で宮前区バ

ージョンの髪飾り制作を行うなど、宮前区の PR 活動にも力を入れています。	 

	 

	 

宮前区長と川崎純情小町☆	 コラボキャラクター	 

	 	 
	 

	 
宮前区のゆるキャラ「宮前兄妹」	 

	 

	 

	 



＜活動ダイジェスト＞  
 
川崎純情小町☆は川崎市の地域活性化に貢献する事を目的に結成致しました。結成後

は「市内に笑顔と元気を」をモットーに数多くのイベントに出演させて頂き、各イベ

ントや関連団体様、企業様に少しでも貢献出来る様、全力で努めて参りました。ごく

一部ではございますが、ダイジェスト画像を添付致します。 
 
 
 

 
多摩川花火大会  

 
川崎国際多摩川マラソン  
等々力陸上競技場  

 
中原警察一日警察署長  

 
かわさき市民祭り  

 
川崎みなと祭り  

 
川崎記念競輪「桜花賞」  



 
川崎南部市場「食鮮まつり」  かわさきマイスターまつり  

 
Buyかわさきフェスティバル  

 
かわさき大職人展  

 
川崎競馬場オープンデーイベント  

 
ボクシング日本タイトルマッチ  

等々力アリーナ  

 
高津区民祭  

 
麻生区民祭  



 
いいじゃんかわさき  

 
連連練・つなごうかわさき  

 
ラゾーナ川崎プラザ  

 
川崎ルフロン  

 
稲毛神社山王祭り  

 
小倉神社例大祭  

 
アメフト Xリーグ@川崎球場  

 
チネチッタ噴水広場  



 
高石ふるさとまつり  

 
てくのかわさきプリックチャリティ  

 
子どもフェスティバル  

 
中原警察署武道始式  

 
映像のまち・かわさきフェスティバル  

 
川崎クラブチッタ  

 
川崎アゼリア  

 
ミュージックユースフェスタ  

 
	 


