
あいくん おうま カンタクン ごうくん しまる

あお おうまさん かんたくん コーヒ シャイニー

あおい おおきくん きま ゴールデン ジャム

あおば おおじさま きゃろっと こくまろ じゅーばくん

アカ おおた キラくん ココア ジュサニーくん

あかくん おきたち キラボシ ココアくん シュワくん

あかり おでこ きろ こたろう ジュンくん

あき オリン ギンジくん コッペ しゅんすけ

あさひ おんざ きんちゃん こにちゃん ジュンタくん

あたりくん がく くっきー ごん しょうま

あっくん かける グリーン さいこー ショコラくん

あば かずき クリス さいとうさん しるきー

あゆ かせんくん クルー さえたくん シルバー

アンリ かつお くろ ザキ しろ

イージー かつおぶし くろちゃん サスケ ジロー

一太（いちた） がっくん くろまる さつき しろきー

いちてん かっこー ケイくん 砂糖 しろくん

いちまる カツシ けいごくん さり しろちゃん

ウォルトくん かっぱ けいと サリー しろてん

うまごん かとうくん けん され しんくん

うらたろう 叶（かな） げんき サンタくん ジンタ

うれたろう ガバオベロワ 元気君 シーサー 新馬くん

えいた かみくん 元気君 シータくん スープ

えいと カムリ 健太 ジェームス スカイ

エム かりお 健太 しずく スカイくん

おうじ かるた こいわ しのがわ スター

おうじさま がんこ 光輝（こうき） しほ スタローン



スティンガー たんぽぽ との ピカくん ポニー

星輝（せいき） チー トムくん ヒカリ ぽにーきゅん

せりーくん チャイくん ドラグーン ひかり ポニーレオンかんとく

せんし ちゃいこくん とりちゃん ひかる ポニスケ

ぜんた ちゃいろくん どれみ ひびき ぽにすけ

そうすけ ちゃこ ながほ ヒロ ポニぞう

そうた 茶太郎 なかわけおとこくん ひろ ほまれ

そうたくん ちゃちゃ ななくん ファンネル ホワイト

そふと チャリー ナロンくん ふさお ポンタ

そら チャロ君 なん ふふりくん まーす

ソラーくん ちょー にんじん プラ マーブル

だいず チョコ にんじんおん ブラウニー まこしじ

大豆 ちょこ のりおくん ブラウンくん まっちゃ

だいち ちょこくん のりふみくん ブラックコーヒ マテヨ

大仏 チョコくん はいぽへ ブラット マニー

だいや チョコミルク 白（はく）ちゃん プリン まにたち

ダイヤくん チョコロン 白馬（はくま）くん ベーカリー まめ吉

タイヨウ チョビくん パクパク へさか まめぞう

たか つかさ ぱつん ベリー まりあ

たくとくん てがさす はなくん ほうじ茶 まりくん

たくみ てんくん はなちゃん ぼぉーくん まりゅうくん

たけし てんしろ はやて ボーくん みく

たつきくん 天心くん はやと 星君 みつば

ダノ てんちゃん はると ほしふくん みつばくん

だむ てんまる 半月 ほしりくん みどり

たろう どてくん パンチョコ 星郎（ほしろう） みなと

太ろう トトくん ひいろ ぽち ミミ



みみた ユージ リム

未来君 ゆうと りゅう

みりぃ ゆづき りゆう

みるき よしお りゅうく

みるく よつば りゅうせい

ミルクココア よんくん りりくん

ミルフィー らいおん りんか

みろ らいだあくん リング

みんな ライト リンゴくん

ムーンライト らいと るーた

むぎちゃ らう るるくん

夢太（むった） らごう るん

メニくん らす ルンルン君

メビウス ラッキー れい

メリー ららくん れお

メルシー ランダホォー レオくん

モカ ランド レリ君

もこもこ りーさくん ロガー

もも りかー ロデオくん

ももりくん リキ 輪太（わった）

モリハル りく

やくとくん りくくん

やん りくっち

やんと りさー

ゆいと リッキー

ゆうき リヒト

ゆうじ りまあ


