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一般社団法人全国エネルギー管理士連盟　公式キャラクター名前公募結果発表

優秀賞（2,000円分Amazonギフト券×1名）：No.89,90 K様
優良賞(1,000円分Amazonギフト券×3名）：No.1 Y様、No.3 T様、No.88 H様

受付
番号

受付日 キャラクターの名前
（漢字）（必須）

キャラクターの名前
（ひらがな）（必須）

キャラクターの名前の意味
（任意）

1 2019.3.7 江音 カレン えね かれん 江音は、エネルギーのエネ、かれんは、管連から「ん」の一文字を取って、です。

2 2019.3.7 江音 かのん えね かのん 江音は、エネルギーのエネ、かのんは、管連から音の響きをいただいて。

3 2019.3.7 得音　佳恋 えね　かれん 御社の略称である「エネ管連」を文字らせて頂きました。また、エネルギーから得られる恩恵（得音）、住みやすい環境になる（佳恋）ようにと願いも込めてみました。

4 2019.3.7 江小　祥 えこ　しょう エネルギー削減つまりエコをしよう！と皆に呼びかける名前にしました。省エネの輪を広げようという意味を込めました

5 2019.3.7 良音　江子 いいね　えこ エネルギー削減つまりエコをはいいね！と皆に呼びかける名前にしました。いいねはエネとも読め”えねえこ”とも掛けています

6 2019.3.7 絵小　ススモ えこ　すすも エネルギー削減つまりエコを進めよう！と皆に呼びかける名前にしました。省エネの輪を広げようという意味を込めました

7 2019.3.7 志源　環理 しげん　かんり
管理士を目指す「志」。エネルギーは「源」となる存在。そして、より良い状態になるように組織を循「環」させて「理」める連盟であること。
エネルギー管理は、普段あまり聞かない為資源管理と掛けて普段耳にする馴染み深い言葉にしてみました。

8 2019.3.7 炭 節子 すみ せつこ ボイラーのエコノマイザーの和訳、節炭器より　因みに私の母親の名前も「節子」です。

9 2019.3.8 伊井　恵音香 いい　えねか 「イイね！　エネルギー 管理」 を何度も言い続けて、いいねェねルギーかんㇼ→いいえねか　と省略させました。

10 2019.3.8 Ｅｎｅｋアンリ えねくあんり カンリちゃんだと、あまりにも「そのまま」なので、ちょっとヒネリました。。

11 2019.3.8 彩華　絵音 さいか　えね 苗字は　再生可能エネルギーの再生と可能の頭をとって彩華　名前はエネルギーから絵音にしました。

12 2019.3.8  衛那慈　玖織 えなじ　くおり エネルギー管理士の英訳が　Ｑｕａｌｉｆｉｅｄ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍａｎａｇｅｒ　なので　苗字は　エナジーで衛那時、名前は管理士が　Ｑｕａｌｉｆｉｅｄ　の頭をもじりました。

13 2019.3.10 省　エネマ　 しょう　えねま 省エネルギーマネージメント　カタカナで良いと思いますが、どうしても漢字なら「恵値真」。エネルギーの恵みや値打ちを真に理解するマネージメント。

14 2019.3.11 省　恵値真 しょう　えねま 省エネルギーマネージメント　カタカナで良いと思いますが、どうしても漢字なら「恵値真」。エネルギーの恵みや値打ちを真に理解するマネージメント。

15 2019.3.11 絵音　環李 えね　かんり -

16 2019.3.11 絵音　環璃 えね　かんり -

17 2019.3.11 絵音　環莉 えね　かんり -

18 2019.3.11 絵音　環理 えね　かんり -

19 2019.3.11 管田えれん かんだ　えれん  -

20 2019.3.11 得練恵工 － 得を考えてなるべく、エネルギーを節約して恵みと工夫と噛み合わせた意味。

21 2019.3.11 微笑　満 エミ　ミチル 笑みという人間の幸せのエネルギーを満たした明るさに溢れた子という意味です。

22 2019.3.11 永寧　環名 えねかんな 永久に　寧らかに　エネルギー環境が維持されるよう、その名に込めました。

23 2019.3.11 エネカ恋 えねかれん エネ管連の恋人

24 2019.3.11 恵音歓 恋 えねかん れん エネ管連の恋人

25 2019.3.11 笑燃　瑠技亜 えね　るぎあ もえるような笑顔で、美しく理知的な女の子

26 2019.3.11 友二　明日絵 ともに　あすえ

27 2019.3.11 エネ村　ルギ子 えねむら　るぎこ

28 2019.3.11 笑音　明子 えね　めいこ

29 2019.3.11 笑音　明日香 えね　あすか

30 2019.3.11 笑音　未来 えね　みらい

31 2019.3.11 明日村　笑音 あすむら　えのん

32 2019.3.11 エコ えこ 省エネということでエコをアピールするエコちゃんです。

33 2019.3.11 樋本　美晴 ひのもと　みはる 樋本＝ひのもと＝日本　　美晴＝見張る＝管理　　日本のエネルギーを見張っているという意味です。

34 2019.3.11  錦江  恵祢 きんこう　えね 　エネルギーの均衡、を意図して言葉の音に漢字を当てました。

35 2019.3.11 エネッカ えねっか 　エネルギーの「エネ」、管理士の頭文字「カ」。元気良いイメージを出すために間に「ッ」を入れました。ネットで検索されない名前にしました。

36 2019.3.11 絵音香 えねか エネ管理→絵音香　　名字＋名前でなくても良いと思います。

37 2019.3.11 絵音 香 　えね かおり エネ管理→エネカ→絵音香→名字と名前に分けて絵音 香

38 2019.3.11 空野 恵 そらのめぐみ -

39 2019.3.11 陣内エリカ じんないえりか 「じんないえりか」を並べかえると「えなじいかんり」となる。「えなじいかんり」→「エナジー（energy）管理」すなわち「エネルギー管理」。

40 2019.3.11 菅野　　　恵音流 かんの　えねる
苗字は管理の管をとり、名前の恵音流は、様々なな資源から多大な恩恵を得て、整えたエネルギーはまるで自然界の音のように発信し、そのエネルギーは、多様な分野に流れていくことから
この名前に命名しました。

41 2019.3.11 笑瑠 えねる エネルギー管理士のみなさんに笑顔があるようにという意味を込めて笑と華やかなイメージの瑠を組み合わせました。

42 2019.3.11 国中   エネカ こくなか   えねか
「  全国エネルギー管理士協会」から名前を考えました。全国を違う言葉で表すと、「国中」（くにちゆう）であり、苗字らしく読めるようにと「国中」と書いて「くになか」にしました。
名前は「エネルギー」の「エネ」と管理士協会の最初の文字の「か」を組め合わせ、読みやすいカタカナで「エネカ」にしました。

43 2019.3.11 守 恵熱留 もり えねる  “えねる”ギーを“守る”という意味を込めて

44 2019.3.12 原発　梨世 げんぱつ　なしよ 反原発　原発ゼロの世界に

45 2019.3.12 絵音はぶき えねはぶき 省エネをイメージして、かわいらしく名付けました。

46 2019.3.12 息吹　萌 いぶき　もえ

47 2019.3.12 息吹　燃 いぶき　もえ

48 2019.3.12 息吹　萌恵 いぶき　もえ

49 2019.3.12 会音瑠 えねる -

50 2019.3.12 恵祇綾　観子 えぎあや　みこ
苗字の恵祇(えぎ)はエネルギー(Enagy)のエギから漢字は当て字　当て字ながら恵(めぐみ・めぐむ)という漢字と祇園の祇と言う漢字をそれぞれにエネルギー管理士連盟さん
　管理士さんから観る・・・　世界的に超有名な祇園祭も　八坂神社の神社の祭事　管理で観る・・・祇園祭の巫女さんと・・・　良いところを両方お借りした形で
　観子(みこ)　苗字〆の綾は単にアクセントに・・・

51 2019.3.12 恵根　心 えね　こころ エネルギーに心が保たれるように「恵根　心(えね　こころ)」と名付けました。

52 2019.3.12 絵音　環莉 えね　かんり 絵音　環莉（えね　かんり）でいいと思います 　　エネルギー管理

53 2019.3.12 管　　エネ かん　えね 「エネ管」の略称で親しまれている「エネルギー管理士」から命名しました。誰でも読みやすく、呼びやすいように、苗字に「管（かん）」、名前に「エネ（えね）」とつけました。

54 2019.3.13 園永  凛歌 そのなが  りんか 後ろから読んで管理永遠 しっかり管理し長く安全にエネルギーを使うの意味

55 2019.3.13 未来・絵音 みらい・えね 未来に繋がるエネルギー管理を任せたいという理由で命名。

56 2019.3.13 未来・あかり みらい・あかり しっかりとエネルギーを管理することで未来のエネルギー事情も明るくなって欲しいという理由で命名。

57 2019.3.13 街野・あかり まちの・あかり -

58 2019.3.13 循理・節子 かんり・せつこ エネルギーの管理と省エネの大切さを広めて欲しいと思いこの名前にしました。

59 2019.3.13 環利・エネン かんり・えねん エネルギー管理と省エネは環境にもいい。

60 2019.3.13 - えねん(ちゃん) エネルギーを連想させる、シンプルな名前にしました。  

61 2019.3.14 神凛・オムニステラ・エネルジア かんり・おむにすてら・えねるじあ
神凛は、「管理」の今風な名前、オムニステラはラテン語で「全国」、エネルジアはラテン語で「エネルギー」という意味。「エネルギー」という言葉はもともとラテン語由来のため、ハーフの女の子という設定にし
てみました。ミドルネームは全国エネルギー管理士連盟の説明する要素を増やすために付け加えました。

62 2019.3.14 恵音号 梨果 えねごう りか エネルギー合理化の略

63 2019.3.14 恵音診 水流 えねみ みずる 水が流れるが如くエネルギーを診る。

64 2019.3.14 英月りん香 いぎるね　りんか 「エネルギーかんり」を逆読み。英国＝「イギ」リス。月の女神＝「ルナ⇒ルネ」。

65 2019.3.14 恵根合　理化 えねごう　りか
　エネルギー合理化を略しました。エネルギー使用の合理化を推し進めるエネルギー管理士、エネ管連の役割を表現したものです。「恵根」は土の中にある恵みの意味で、　石油・天然ガスなどの化石燃料
エネルギーをイメージしました。

66 2019.3.14 恵根　未来 えね　みらい エネルギーの未来のために働くエネルギー管理士、エネ管連を表現しました。「恵根」は土の中にある恵みの意味で、石油・天然ガスなどの化石燃料エネルギーをイメージしました。

67 2019.3.14 エネアースちゃん - エネルギーと地球を思わせる名前にしたかったからです。

68 2019.3.14 江峯　瑠雲 えねるん 　エネルギー管理士とその仕事が世の中にもたらす利益を象徴した「ルンルン」から。「エネルギーでルンルン」と言う意味も込めてあります。

69 2019.3.14 恵音香　連 えねか　れん -

70 2019.3.14 管　ネル かん　ねる -

71 2019.3.14 恵音　歓子 えね　かんこ -

72 2019.3.14 恵根　省子 えね　しょうこ -

73 2019.3.14 得　ネル え　ねる -

74 2019.3.14 明日野　枝根 あすの　えね 明日(将来)のエネルギーの安全かつ有効利用を実現し、産業界という幹を支える枝や根の働きをするものとしてエネルギー管理士を表現した。

75 2019.3.14 笑音流 えねる 分かりやすくかわいい響きにしました。

76 2019.3.14 塵山つもり ちりやまつもり 「塵も積もれば山になる」のことわざにインスパイヤされました。限られた資源を大切に使い節約する精神を持った娘です。

77 2019.3.14 安寧　絵音琉 あんねい　えねる 名字の安寧は安心といういみをもっているので管理はあんしんして負けせれるという意味を込めました絵音琉はエネルギー管理ということでエネルギーからエネルの部分を取り、名前にしました。

78 2019.3.15 江峯　亜土美 えね　あどみ 「エネルギー」と管理を意味する「アドミ」をかけ合わせて愛称化した名前です。

79 2019.3.15 恵音流木 玲久 えねるぎ れく エネ管連の活動をレクチャーする女の子

80 2019.3.15 翔 江寧歌 しょう えねか 省エネ情報を伝える女の子

81 2019.3.15 愛音　瑠美 えね　るみ 「エネルギー」の発音に近く、一般的に女性の名前として存在しそうな名前。最初の「え」は、あえて愛の文字を使いました。

82 2019.3.15 派輪風 琉羽 ぱわふ るぅ エネルギーの大切さの意を含ませながらも、元気で明るいイメージと新しさを感じる、覚えやすい名前だと思います。ルゥちゃんとして親しんでいただきたいです。

83 2019.3.15 エネル - ワンピースと被りますが(笑)

84 2019.3.15 ENEL - ワンピースと被りますが(笑)

85 2019.3.16 管理士　結
かんりし　むすぶ

（愛称　むーちゃん）
エネ管連は人や情報をつなぎ新たな機会創出のプラットフォームなんだろうと思っています。

86 2019.3.16 管    江連 かん    えれん 管理するエネルギーの連盟という意味です。可愛い名前になりました。

87 2019.3.16 恵音 空瑠 えね くーる
エネルギー使用の合理化を目指し、諸活動を積極的に行うエネルギー管理士。「大切なエネルギーの“恵み”をより“クール(cool)“に賢くその使用法を見守っていってもらいたい」
との強い願いを込めて「恵音 空瑠(えね くーる)」と名付けました。「空」はキャラクターの制服のカラーの青ともリンクして、安全・安心や爽やかなイメージを与えます。
また「空瑠」(クール)は昨今問題となっている地球温暖化をより鎮めるイメージのクールダウンも兼ねて表現しています。

88 2019.3.16 恵根カレン えね・かれん 略称のエネ管連をもとにした名前です。エネルギーの恵みを、地域に根付かせ、可憐な花を咲かせようという意味を込めました。

89 2019.3.16 恵音 華蓮 えね かれん
エネルギー使用の合理化を目指し、諸活動を積極的に行うエネルギー管理士。苗字の恵音(えね)はエネルギーの恵みを表し、名前はエネルギー管理士連盟を省略したイメージの「管＋連」より「かれん」とし
て「華蓮」の字を当てました。明るく華やかなキャラクターのイメージにピッタリだと思います。

90 2019.3.16  恵音 華恋 えね かれん
エネルギー使用の合理化を目指し、諸活動を積極的に行うエネルギー管理士。苗字の恵音(えね)はエネルギーの恵みを表し、名前はエネルギー管理士連盟を省略したイメージの「管＋連」より「かれん」とし
て「華恋」の字を当てました。明るく若々しいキャラクターのイメージにピッタリだと思います。

91 2019.3.16 恵音 神理 えね かんり
エネルギー使用の合理化を目指し、諸活動を積極的に行うエネルギー管理士。苗字の恵音(えね)はエネルギーの恵みを表し、名前はエネルギー管理士連盟をイメージした「管理」より「かんり」として「神理」
の字を当てました。ちょっと“神ってる理系イメージ”もポイントです。

92 2019.3.17 恵熱合 理化 えねごう  りか 省エネ法（エネルギーの使用の合理化）をイメージしやすい名前にしました。

93 2019.3.17 井々笑 えねる いいえみ えねる
苗字の井々は「大文字のE」と「小文字のe」の２つのイー、笑は笑顔のエネルギー管理士からとり、エネルギー管理士のマークそのものをイメージしました。
名前はエネルギーを直結でイメージできる『えねる』にしました。

94 2019.3.17 歓里えね かんりえね それぞれの漢字の意味と、管理士「いいねぇ（ええねぇ）」という意味も含めます。

95 2019.3.17 依音瑠 えねる エネルギーのエネルまでを当て字の名前にしました。呼び易い名前かなと思います。

96 2019.3.17 良委エリカ いいえりか 苗字は全国エネルギー管理士連盟のマークの「E」と「e」、そして「良い」、さらに「委ねる」をかけました。名は「エネルギー使用の合理化」から「エ」と「理化」を組み合わせました。

97 2019.3.17 絵音　環 えね　たまき エネ管連のエネを「絵音」に、それに省エネに関連する環境の「環」（たまき）を付してネーミングしたものです。

98 2019.3.17 源 美守 みなもと みもり 生活の「源」となるエネルギーを管理することで、日本のライフラインを「守」る「美」しきヒロイン。

99 2019.3.18 神凛　えね子 かんりん　えねこ 省エネを凛とした様子で管理していそうなので

100 2019.3.18 節援妃 せつえんひ 節電・節エネルギー支援隊の象徴”妃”（海援隊　の省エネバージョン、ということで意識しました。

101 2019.3.18 エネ管妃 えねかんひ エネルギー管理士達の象徴　として省エネ活動を支えてくれる女神　”妃”

102 2019.3.18 管恵絵音 かんええね 管（かん）と「ええね。」を合わせました。

103 2019.3.18 笑絵音観子 ええねかんこ 「ええね。」と管（かん）の意味で、管は漢字を名前っぽく観に換えて、きれいで良さそうな漢字を組み合わせました。

104 2019.3.18 環 たまっきー 環境の環の「たまき」を活かしました。

105 2019.3.18 笑美 えみ エネルギー管理士の仕事によって、社会に笑みと美風をもたらすイメージです。

106 2019.3.18 恵音　環 えね　かん -

107 2019.3.19 少目 えねこ すくなめ えねこ 「『省エネ』の漢字の部分を分解しました。『少目』とは『しょうさかん』という役職の１つでもあるようです。」

108 2019.3.19 少目 エネカ すくなめ えねか エネ管の略でもありますが、縦書きにすると「省エネ力」（しょうえねりょく）となる。

109 2019.3.19 安 あん 安全安心の「安」を活かしました。

110 2019.3.19 エネナ - -

111 2019.3.19 愛音　カロリーナ えね　かろりーな エネルギーから「愛音」、エネルギーの単位のカロリーから「カロリーナ」と名付けました。「愛音」の「愛」は、皆に愛されるキャラクターになって欲しいという願いと、可愛らしさを前面に出してみました。

112 2019.3.19 笑音省子 えねしょうこ 明るいイメージで笑と音の字を使い、省エネの省から名前をつけました。

113 2019.3.19 管省子 かんしょうこ 管理の管、省エネの省からつけました。

114 2019.3.20 環　絵音 たまき　えね 根拠法令の省エネ法の「社会的環境に応じた燃料資源の 有効な利用の確保」の環、管理の管のダブルミーニングです。

115 2019.3.20 冠莉　栄峯 かんり　えね 「エネルギー管理士」をベースにして親しみやすく愛称化した名前です。

116 2019.3.20 永根留木　愛 えねるぎ　あい 私たちが生きていくためになくてはならないエネルギー。『エネルギー愛』をもって大切に使わせていただく気持ちを名前に込めました。

117 2019.3.20 柄練技　かりん えねるぎ　かりん
エネルギーという音から「柄練技」と表現しました。漢字の意味は、エネルギーという「事柄」に真摯に向き合い、「鍛錬」し「技」を磨くという意味を込めました。
「かりん」は「かんり」という言葉を並べかえて、女の子っぽいかわいい名前にしました。

118 2019.3.20 榎根　栞 えね　しおり
「エネ」という響きは苗字としてありそうなのでそのまま使いました。漢字は「榎根」と表記しました。また、「関連」の「かん」という音を使いたいと思いましたが、
「かん」という女の子の名前はあまりかわいくないのでかんと読む「栞」という漢字を使い「しおり」と読むようにしました。

119 2019.3.20 葵　音瑠 あおい　ねる

キャラクターの名前の意味；吸い込まれそうなあおい瞳の印象と、「エネルギー」の言葉から「ねる」を採ったもの。
そして、「エネルギーも生きていて呼吸しているんだよ（比喩的ではあるが）、無限の命ではなく、つないでいる人がいるから今不自由なくこうして生活できているんだよ。」
ということも言いたかったので、「音」と表現しました。瑠璃を表す瑠には、「尊厳・崇高」という石言葉があるようで、この子を通じてもっとエネルギーのことを
考えるきっかけに、そして仕事の認知度が上がってほしいとの想いもあります。

私たちの暮らしに欠かせない、エネルギー。
エネルギー管理士連盟の新しいキャラクターに、明るい未来、明日への希望、幸せな気持ちを込めました。
多くの人に親しまれるキャラクターになりますように。

エネルギーは大自然の息吹、それがもえる、、の意味でネーミングしました。

名前の由来：苗字の恵音(えね)はエネルギーの恵みを表し、名前（かれん）は明るさ・若々しさを表しています。
　　　　　　　　略称の「エネ管連」を連想させる名前です。

命名：恵音　かれん
　　　　（えね　かれん）
　　　　（愛称：かれんちゃん）


