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【イメージイラストA】 
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【イメージイラストB】 
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【ストーリー(あらすじ)】 

時は、１５８８年・天正１６年——— 
東北地方の戦国大名・津軽為信は、津軽一帯を平定。 
津軽に安定がもたらされた。 
為信は津軽の守りをさらに強固なものにするため、存在していた四城
「大浦城・堀越城・和徳城・石川城」に加え、当時の知識と技術・学問の
すべてを注いで「高岡城（現在の弘前城）」の築城を開始した。 
津軽一帯の永遠の平和と発展を込めて。 
  
1611年、高岡城完成。 
津軽の守りはいよいよ盤石となり、五城は津軽一帯にとって。特別な存
在となった。 
  
その後徳川幕府により発令された「一国一城の令」などの影響もあり、
大浦城・堀越城・和徳城・石川城は廃城となりその役目を終えたが、四
城それぞれに込められた安寧への想いは確実にその場に残り、津軽の
安泰は続いた。 
  
間もなく２０世紀を迎えようとしている1800年代の終わり。 
日本は長い江戸時代が終わりを迎え、明治に。 
津軽の平穏の日々は続いていた。 
現在の弘前を象徴する「りんご」と「さくら」が伝わったのもこの頃。 
人々のたゆまぬ努力で、りんごの名産地、そしてさくらの名所としてス
タートを切ろうとしていた。 
しかし、りんごの栽培は困難を極める。 
1900年頃には、害虫による被害で存続の危機に陥るほどの害虫被害に
見舞われていた。 
人々は苦労しながらも決して諦めることなく、危機を脱するため様々な
努力を続けた。 
  

同じ頃、石垣修復工事のため、弘前城の曳屋が行われることになる。 
多くの人々が集まり、力を合わせて城を動かす。 
すると、不思議なことが起こった。 
弘前城が白くまぶしい光を放ち、妖精の「ちえり」と「りんこ」が現れたのだ。 
 ちえり「わ！なにここ？ちょーっと肌寒いけど、良さそうな場所じゃな
い？！」 
 りんこ「気持ちいい風…」 
妖精の姿に戸惑い、驚く人々に、ちえりが話しかける。 
 ちえり「あら、たくさん人が集まっているのね。ちょうどいいわ。私はちえり、
桜の妖精よ。こっちはりんこ、リンゴの妖精。私たちを呼んだのは誰？」 
 ざわつく人々「妖精？呼ぶ？」 
りんこがちえりの耳元で何かを囁く。 
そして辺りを見回すちえり。 
 ちえり「そうか、なるほどね…。曳屋があったのね、それで、アタシたちが
呼ばれたと。みんな、困ってるのね。リンゴの害虫被害に。」 
突然告げられ、さらにざわつく人々。 
 
 ちえり「りんごの危機を救いたいってことでしょ？私たちも手伝うわ！ね、
りんこ。あなたリンゴの妖精でしょ？どうすればいいの？」 
 りんこ「リンゴの、実を、守る。何かで、守る」 
 ちえり「当たり前でしょうそれ、もう！」 
 
当たり前のように聞こえたが、リンゴの栽培に苦労していた人々には、それ
が大いなる助言となる。 
試行錯誤の結果、今でこそ高品質なリンゴの栽培には 
当たり前となった「袋かけ」農法が、開発されたのだ。 
 
かくして、害虫被害は収まり、リンゴは危機を脱した。 
  
「津軽のリンゴを救いたい…」 
そう願い、努力を続ける人々の想いに、曳屋によって解放された五城のパ
ワーが呼応し、“曳屋の奇跡”が起きたのだった。  
そして、日本全国に轟く津軽の名産となった。 
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【ストーリー(あらすじ)】 

さらに百年ほどが過ぎた、現代———— 
季節は、まだ雪がチラつく春先の事。 
この年、弘前城がおよそ１００年ぶりに、石垣修復のため再び曳屋を行う
ことに。 
「城を動かす」という貴重な一大イベントに、人々の関心が高まる。 
日本中が注目する中、無事曳屋が行われた。 
  
そんな中でも子供たちは、いつものように雪遊びを楽しんでいる。 
しかしこの年は暖冬で、また春が近づいていることもあって雪が少なく、
大きな雪だるまが作れなくなっていた。 
 子供「もっと大きな雪だるまを作りたい！」 
 子供「もっと雪が降らないかな！」 
 子供「ゆーきやゆきやー ふーれふれー 冬将軍よー やってこいー」 
無邪気に歌う子供たち。 
すると突然、弘前城が光に包まれた。 
そして、空に変化が。 
厚い雲がみるみる内に空を覆い、一気に気温が下がり始める。 
北風が強さを増し、次第に雪が降ってきた。 
子供たちは、雪に大喜び！ 
夢中で雪遊びを続けた。 
そこに現れたのが、大きな雪だるまたち。 
ユキダルマンズだ。 
子供たちに混じって雪合戦をするユキダルマンズ。 
子供たちも最初は驚いたが、すぐに一緒に遊び始める。 
 ユキダルマンズ「♪コンコンコンコン♪雪ふれコンコン」 
 ユキダルマンズ「♪コンコンコンコン♪雪ふれコンコン」 
 ユキダルマンズ「冬将軍は冬が好きー もっとふれふれコンコンコーン
♪」 
ユキダルマンズの歌に合わせるように、強さを増す雪。 
気がつくと、猛吹雪に。 
たまらず子供たちも家に避難する。 
そして、休むことなく雪を降らせ続けるユキダルマンズにより、 
弘前の街は、季節外れの大雪に見舞われた。 

数日経っても、一向に降り止まない雪。 
人々は次第に不安を持ち始める。 
 街人「春にならないと農作業が始められない」 
 街人「実りが迎えられない」 
 街人「さくらが恋しい」 
  
春が、恋しい。 
  
するとその願いに呼応するように、弘前城と、さらに大浦城・堀越城・和徳
城・石川城の城址から、光の柱が天空に伸びる。 
 
そして、大雪の原因であるユキダルマンズを止める為、五城ロボ「タッカー、
オウラー、ワット、イシー、ホーリー」が現れた。 
 
 タッカー「ここは…」 
 オウラー「オウラオラオラオラオラ！寒すぎるぞ、これ！」 
 ワット 「WHAT！?何なの、もう春だっていうのに真っ白じゃない！」 
 ホーリー 「……（寒い）」 
 イッシー「これは、尋常ではない寒さです」 
 タッカー「確かにこれは異常だ。我々がここに来た理由も、そこにありそう
だな。」 
 
原因を探るために行動を始めるロボたち。 
  
機動力に長けたイッシーが斥候となり駆け回るが、 
どの家も固く戸を閉ざしたまま。 
 
街は静まり返っている。 
 
さらに探索を続けると、雪を降らせながら、 
はしゃぐユキダルマンズを発見した。 
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【ストーリー(あらすじ)】 

ユキダルマンズに話しかけるイッシー。 
 イッシー「貴殿たち。この雪を降らせているのは、貴殿たちか？」 
 ユキダルマンズ「知らないコーン！」 
 イッシー「どうやらそのようですね。いいですか、今すぐやめるのです。
人々が困っているではないですか」 
 ユキダルマンズ「♪コンコンコンコン♪雪ふれコンコン」 
さらに強さを増す雪。 
そこへ合流するタッカーたち。 
 タッカー「どうやらこの者たちの仕業のようだな」 
 イッシー「ええ、間違いないでしょう」 
 タッカー「お前たち、今すぐやめるんだ」 
 ユキダルマンズ「冬将軍は冬が好きー もっとふれふれコンコンコーン
♪」 
吹雪が最大に。 
 タッカー「仕方がない、止めるぞ」 
ユキダルマンズに向かうロボたち。 
タッカーは正拳突きで。 
オウラは火力を生かした大砲で。 
イッシーは機動力を生かして相手を翻弄。 
ホーリーは一撃必殺の剣術で。 
ワットは式神を使った遠距離攻撃で。 
それぞれの技を活かしてユキダルマンズを撃退。 
岩木山に逃げていくユキダルマンズ。 
と、雪が止んだ。 
その様子を見ていた街の人々は、外へ出て喜んだ。 
  
しかし、そんな喜びもつかの間。 
また吹雪が街を襲う、しかも前よりも強力だ。 
たまらず家に避難する人々。 
 ワット 「WHAT！?」 
 ホーリー 「……（動けない）」 
 オウラ―「オウラオラオラオラ！体が凍りつきそうだぞ！」 
 ホーリー「みなさん！見てください！」 

ホーリーが槍を指す方向、岩木山に目をやると、 
そこにはユキダルマンズを従えた巨大な冬の化身・冬将軍の姿があった。 
 
猛吹雪を伴い、ゆっくりと山から降りてくる冬将軍。 
 タッカー「お前は…」 
 冬将軍 「我は冬。我は地上を白く染めるもの。我あるところ春なし。」 
 タッカー「人々が困っている、今すぐ立ち去られよ」 
 冬将軍 「我は将軍、誰の指図も受けぬものなり」 
今にも街ごと吹き飛ばしそうな猛吹雪。 
 イッシー「立ち去ってください！」 
斬りこむイッシー、続くロボたち。 
しかし、冬将軍のブリザード攻撃で次々にやられてしまう。 
 タッカー「ぬおーっ！」 
 ワット 「WHAT！?」 
 イッシー「無念」 
 オウラ 「オウラオラオラ…」 
 ホーリー 「……（いたい）」 
  
冬将軍の力は、あまりにも強大だった。 
家の中から見守る人々の不安が募る。 
 
“このまま、五城ロボはやられてしまうのか…” 
“もう春は訪れないのか…” 
 
人々があきらめかけたその時、 
妖精の「ちえり」「りんこ」が五城ロボの前に現れた 
ちえり 「がんばりなさいよ！アタシたちも困ってるんだから！」 
りんこ 「しっかり。ボクたち、力、貸す」 
妖精がロボたちの周りを飛びまわる。 
次第に光の帯に包まれていくロボたち。 
 ワット 「WHAT！?力がみなぎってくる！」 
 イッシー「この体のそこからあふれてくるエネルギーは一体！？」 
 タッカー「こ、これは…」 
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【ストーリー(あらすじ)】 

五城ロボは妖精たちの力を借りてさらなる力が目覚め、 
なんと“超城神タメノブーンＶ”へと超城合体した！ 
 
 タメノブーンＶ「超城神タメノブーンＶ！」 
そして、冬将軍に挑む。 
 タメノブーンV「いくぞ！冬将軍！」 
 冬将軍「現れたな、我が宿敵よ」 
冬将軍が斬りかかる 
タメノブーンＶは、タメノブレードで応戦 
必殺技を放つタメノブーンＶ 
 タメノブーンＶ「白神一閃」 
音速を超える白神一閃 
その太刀を受け止める冬将軍 
 冬将軍「きかぬわ！」 
互いに相手の打った刀を鍔で受け止め、押し合う。 
一進一退の攻防を繰り返し、力の限り死闘を繰り広げる両者。 
お互いの力は五分だ。 
  
その時、家の中で見守っていた人々が、タメノブーンVを応援するため
次々に姿を現した。 
 街人「タメノブーンＶ負けるなー！」 
 子供「がんばってー！」 
 街人「私たちに春を！桜を！リンゴを！」 
人々の声援が、タメノブーンＶに、さらなる力を与える。 
 タメノブーンＶ「我々は、負けるわけにはいかない！」 
人々とタメノブーンＶの想いが、大きなエネルギーとなる。 
 タメノブーンＶ「冬将軍！受けてみろ！」 
タメノブーンVの胸部が開き、大筒が飛び出す 
 タメノブーンV「桜花繚乱タメノバスター！」 
タメノブーンVから桜色の巨大なビーム砲が放たれ、 
冬将軍の体を光が包む。 
 冬将軍「ぐわぁぁぁ！！」 
ついに、冬将軍を撃退！ 
  
  

冬将軍「おのれ、タメノブーンV。このままでは済まさぬぞ、我はまた必ず
やってくる。我は冬なり。」  
そう言い残し、冬将軍とユキダルマンズは、北へ去っていった。 
そして、弘前のまちに、やっと春が訪れた。 
 街人「ありがとう！タメノブーンＶ！」 
 街人「これで、さくらが咲くぞ！」 
 街人「農作業もできる！」 
人々の歓声を受けながらも、冬将軍の再来を予感して身を引き締めるタメ
ノブーンV。 
人々たちと喜びを分かち合う妖精たち。 
 ちえり「すべてはアタシのおかげよ、感謝して！」 
 りんこ「それ、違うと、思う」 
  
見事、弘前のまちを守ったタメノブーンＶ。 
これからも、まちの平和を守っていくことを誓うのであった。 
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キャラクター 
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【キャラクター設定】城神タッカー 

 城神タッカー  
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【キャラクター設定】城神タッカー 

名称   ：タッカー 
 
高岡城の姿から変形する、ロボット型の城神。 
 
津軽五城神のまとめ役であり、他の城神たちと合体し 
「超城神タメノブーンＶ」になった際の意思を司る存在。 

【必殺技】 
徒手空拳 
 
【武器】 
なし（拳で戦う） 
屋根部分が盾に。 
 
【戦い方】 
距離：超近距離 
攻撃パターン：連打 

【一人称】 
ワレ 
 
【性格】 
冷静沈着。豊富な見識と広い視野で、優れた
判断力とリーダーシップを持つ。 
正義感が強く、津軽の平和や仲間のためなら
自己犠牲も厭わない。 
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【キャラクター設定】城神タッカー 
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【キャラクター設定】魂城オウラー 

 城神オウラー  
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【キャラクター設定】魂城オウラー 

名称   ：オウラー 
 
大浦城の魂が実体化したロボット型の城神。 
体内に火薬庫を持っており、砲撃戦を得意とする。 
威勢が良く、「オラオラオラー」が口癖。 
 
火力を生かした豪快な連続攻撃で相手を圧倒する。 
タンク型で機動性は低いが、安定感もあり頑丈。 

【必殺技】 
なし 
 
【武器】 
腕：大砲(実弾)  
肩：ミサイル 
 
【戦方】 
距離：遠距離 
攻撃パターン：砲撃 単発 、援護射撃 

【一人称】 
オレ 
 
【性格】 
豪快、マイペース 
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【キャラクター設定】魂城オウラー 
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【キャラクター設定】魂城イッシー 

 城神イッシー  
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【キャラクター設定】魂城イッシー 

名称   ：イッシー 
 
石川城の魂が実体化した、ロボット型の城神。 
下肢は馬のような姿で機動性に優れ、その機動力を生かした先
制攻撃や、斥候役に力を発揮する。 

【必殺技】 
なし 
 
【武器】 
馬上槍 
 
【戦い方】 
距離：中間距離 
攻撃パターン： 
突き -中間距離からの機動力を活かした一撃 
    -近距離連打 
 

【一人称】 
ワタシ 
 
【性格】 
冷静で穏やか、思慮深いが、 
時として誰よりも熱く行動派に。 
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【キャラクター設定】魂城イッシー 
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【キャラクター設定】魂城ホーリー 

 城神ホーリー  
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【キャラクター設定】魂城ホーリー 

名称   ：ホーリー 
 
堀越城の魂が実体化した、ロボット型の城神。 
いかにも剣の達人らしく、無骨で無口な職人気質。 
 
瞬発力を生かした目にもとまらぬ剣戟で、重量級の一撃を浴びせる。 

【必殺技】 
なし 
 
【武器】 
大太刀-メチド斬り 
 
【戦い方】 
距離：近距離(瞬発力を活用した一撃離脱) 
攻撃パターン：一撃必殺 
 

【一人称】 
喋らない 
 
【性格】 
無骨、寡黙 
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【キャラクター設定】魂城ホーリー 
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【キャラクター設定】魂城ワット 

 城神ワット 
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【キャラクター設定】魂城ワット 

名称   ：ワット 
 
和徳城の魂が実体化した、ロボット型の城神。 
生まれ持った神秘のちからが、敵への攻撃や仲間の回復に力を発揮する。 
 
驚いた時は「What？」が口癖で、どこかアメリカナイズされた意外な一面も。 

【必殺技】 
なし 
 
【武器】 
神秘のちから 
 
【戦い方】 
距離：遠距離 
攻撃パターン：式神（遠隔攻撃） 
          後光の祈り（回復） 

ｂ 

【一人称】 
ワタクシ 
 
【性格】 
優しい、明るい 
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【キャラクター設定】魂城ワット 
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【キャラクター設定】 【キャラクター設定】超城神タメノブーンV 

 超城神タメノブーンV 
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【キャラクター設定】超城神タメノブーンV 

【必殺技】 
必殺技(剣) ：白神一閃(シラガミイッセン) 
必殺技(槍) ：佞武多突き(ネプタヅキ)               
必殺技(ビーム)：桜花繚乱タメノバスター(オウカリョウラン) 
 
【武器】 
タメノランス ：槍。振ると桜色の軌跡を描き冬将軍の体を溶かす。 
タメノブレイド：刀。正式名は大津軽正宗（だいつがるまさむね）。 
         槍と同等の能力だが、切りに特化。 
津軽砲：体の各部に仕込んだ大砲。 

名称   ：超城神タメノブーンV 
 
タッカーを中心に、津軽五城神が合体した姿。 
合体には２人の妖精の「ちえり」と「りんこ」の力を必要とする。 
 
圧倒的パワーを武器に次々と必殺技を繰り出す。最強の必殺技は、 
人々の強い思いをエネルギーとし、悪しきもの全てを倒す 
「桜花繚乱タメノバスター」。 
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【キャラクター設定】 【キャラクター設定】超城神タメノブーンV 
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【キャラクター設定】ちえり 

名称：ちえり 
 
桜の妖精。 
1回目の曳屋の時に、りんこと共に弘前に現れる。 
能天気でおしゃべりすぎるのが玉にキズだが、 
桜のように華やかな明るさで周りを元気にする。 
 
一方でさみしがり屋な一面もあるなど、 
喜怒哀楽が豊かな性格。 

【一人称】 
アタシ 
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【キャラクター設定】りんこ 

名称：りんこ 
 
リンゴの妖精。 
1回目の曳屋の時にちえりと共に弘前に現れ、 
林檎栽培に助力する。 
 
無口で控えめ、おとなしい性格だが、コトの本質を見抜く芯
のしっかりとした面も見せる。 
実は怒ると一番怖い？ 

【一人称】 
ボク 

28 



【キャラクター設定】雪鬼 冬将軍 

 雪鬼 冬将軍 
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【キャラクター設定】雪鬼 冬将軍 

名称   ：雪鬼 冬将軍 
 
突如津軽に現れた、ロボット型の冬の化身。配下のユキダルマンズを従え津軽一帯に 
永遠の冬をもたらすが、タメノブーンVとの戦いに敗れ北に敗走する。 
 
毎年現れ、その度に津軽一帯に厳しい冬が訪れるが、その寒さや雪は豊かな春を迎える
ためになくてはならないものでもある。 
 
タメノブーンVとはどうやら宿敵関係にあるらしいが、詳しいことはわかっていない。 
 

【必殺技】 
なし 
 
【武器】 
鬼吹雪 
 
【戦い方】 
距離：万能 
攻撃パターン：手からブリザード 
          剣を活用した攻撃 

【一人称】 
我 
 
【性格】 
冷酷、非情、孤高 
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【キャラクター設定】雪鬼 冬将軍 
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【キャラクター設定】ユキダルマンズ 

名称：ユキダルマンズ 
 
冬将軍の配下として、津軽に寒さと雪を運ぶ雪だるま。 
無邪気な子供のような性格で、本人たちは楽しんで
いるだけのようだが、そのパワーは侮れない。 

【必殺技】 
なし 
 
【武器】 
鼻ドリル 
雪玉 
 
【戦い方】 
遠距離：雪玉を投げつける 
近距離：ドリルで雪に潜り死角からの攻撃 

【一人称】 
僕、僕たち 

こおり雪 

ざらめ雪 

かた雪 

わた雪 
みず雪 

こな雪 

つぶ雪 
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【キャラクター設定】ユキダルマンズ 
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【武器設定】 

保有者：タメノブーンV 名称：タメノランス タメノランス専用の巨大な槍。 

保有者：タメノブーンV 名称：タメノブレイド(大津軽正宗) 銘刀 津軽正宗の兄弟刀に当たる、巨大な日本刀。 

保有者：ホーリー 

保有者：イッシー 

保有者：雪鬼 冬将軍 
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【キャラクター】対比表 

5m 

10m 

15m 

20m 

25m 

30m 

35m 

40m 

50m 

60m 

キャラクターサイズはあくまで目安として活用してください。 

0m 

※タッカー：弘前城の約２倍の高さ 
 魂城 タッカーと同等のサイズ 
 タメノブーンＶ タッカーの２倍の大きさ 
 冬将軍 タメノブーンＶと同等の大きさ 
 妖精 約１０㎝前後 
 ユキダルマンズ １ｍ～１０ｍ 
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【歌詞】超城合体タメノブーンV 

曲名: 超城合体タメノブーンV 
作詞: 春風亭 昇太 
作曲: 渡辺 宙明 
 
【1】 
薄紅色に輝く街に 難攻不落の城がある 
超城合体力を合わせ 来るなら来てみろ、来てみろ冬将軍 
タメノブレイド白神一閃（しらかみいっせん） 
タメノランス佞武多突き（ねぷたづき） 
撃つぞ轟く津軽砲 今だとどめの タメノバスター 
 
厳しい冬に打ち勝てば 必ずさくらの春がくると  
教えてくれた超城合体タメノブーンV 
 
【2】 
りんごの香る北の街に 正しき勇者が住むという 
津軽の誇りをみせてやれ 必ず倒すぞ、倒すぞ冬将軍 
タメノブレイド白神一閃  
タメノランス佞武多突き（ねぷたづき） 
 
撃つぞ轟く津軽砲 今だとどめの タメノバスター 
どんな武器より強いのは 街を愛する心だと 教えてくれた超城合体タメノブーンV 
どんな武器より強いのは 街を愛する心だと 教えてくれた超城合体タメノブーンV 
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