タルト♀

ケイト♀

1997/4/1 生まれ

1998/2/9 生まれ

イヤ♀

ゾヘ♀

ナレル♀

1993/10/13 生まれ

1990/9/5 生まれ

1992/1/25 生まれ

横になって寝ていることが多い。
調子が悪いのかと心配になるが、
寝ているだけ。

最高齢。若い時はオスたちを追い 通称ナレさん。
かけまわしていたという伝説の持 多くのコドモを産み育てた。特徴
ち主。特徴は鋭い目と丸っこい体。 は寄り目っぽい、歩く時内股。

ヒヒの城に代々伝わる「タルト顔」 ちょっと怖がりで神経質。
の本元。タルトのコドモたちはみ 特徴は寄り目、体が細め、尻尾が
ヒヒの城で 1 番短い。
んなタルトと顔が似ている。

コユキ♀
1995/5/11 生まれ

スミレ♀

コウミ♀

エル♀

キリ♀

年のわりにはガタイが良い。
特徴はクリっとした目と「へ」の
字に曲がった尻尾。

部屋の中にいることが多い。
特徴は目元と何とも言えない顔。
尻尾も短め。

首をかしげる癖がある。特徴は右
目が白濁しているのと、手の甲か
ら肘にかけての毛が若干薄い。

部屋の中にいることが多い。
特徴は顔。特に目元。

ちゃっかり者。手を叩いて、自分
に注目を向けるワザを持つ。特徴
は頭部の毛が薄め、短めの尻尾。

1996/1/7 生まれ

1996/8/15 生まれ

1997/7/12 生まれ

2000/10/8 生まれ

ヤエ♀
1999/10/4 生まれ

タマゴ♀
2002/5/28 生まれ

年のわりにはかわいい顔立ち。
ヤッタやヤムなどの母親。特徴は
目。ぱっちりなのと寄り目がち。

いわゆる「タルト顔」。
特徴は尻尾の先が右に向いてい
る。

スシ♀

2005/12/23 生まれ

スルメの母親。
子育てはしっかりしていた。
唯一無二の顔。

いつもソワソワしている。カメラ
向けてもソワソワしすぎて、一枚
も顔の正面が撮れなかった。

2005/9/23 生まれ

ケーキ♀

スウ♀

1998/10/17 生まれ

キラ♀
2002/9/30 生まれ

コア♀

マイペースで、部屋に帰るのもだ 特徴がないのが特徴と言われるく
いたい最後。特徴は独特のおでこ。 らい特徴がない。他のヒヒに比べ
ると、鼻先が短い気がする。
「ハ」の字に見える。

ヤチヨ♀

1998/8/4 生まれ

気の強さと、威圧的な風貌は♀の
中でもダントツ。特徴は肌の黒色
が濃く、左おでこが下がっている。

2005/4/6 生まれ

2004/9/4 生まれ

エクボ♀

ナイヤ♂

したたかな性格で、ひょうひょう
としている。クセがすごい！頭を
左右に揺らしながら走る。

部屋の中にいることが多い。
半笑い？にやけてる？微笑んでい
る？顔が特徴。

まん丸な目にシュッとした鼻筋が
特徴的なおじいちゃん。
体毛が斑らなのも特徴。

1998/11/13 生まれ

ナント♂

ヨジ♂

ロン♂

イザム♂

おじいちゃんたちの中ではがっし
りした体型で目つきがキリッとし
ている。穏やかな性格。

爽やかな目つき、鼻筋はシュッと
しているが鼻先は丸みをおびてい
るのが特徴。性格は穏やか。

ロミオ♂

ロイド♂

1999/1/12 生まれ

2005/2/24 生まれ

「孤高のイケメン」「無敗の漢」。
なぜなら戦わないから。
ケンカが苦手な平和主義。

2000/7/10 生まれ

2006/3/25 生まれ

タズナ♂

1998/6/22 生まれ

2003/12/2 生まれ

クリッとしたプリティアイズの持
ち主。とにかく大食い。
座ったり休む仕草が乙女。

歴戦のケンカで顔は傷跡が多い。
♂の中で最年長の長老的存在。
ギラッとした目つき、厳つい顔が
鼻の穴が 3 つと口から出ている
歯が特徴。今でも闘気は衰えない。 特徴。体は大きいけどスリム。

コクト♂

ダンゴ♀

キゴマ♂

2002/9/16 生まれ

2002/12/22 生まれ

大きな顔、大きな体ととにかく大 かつてのヒヒの城のアルファ♂。
きい。ケンカが原因で唇が少し欠 厳つい顔、クリッとした目、灰色っ
けている。
「不死鳥」の異名を持つ。 ぽい体毛が特徴的。

2015/12/9 生まれ

2015/8/26 生まれ

おでこが狭く、がっしりしている。 性格はおとなしめ。母親のキラも
母親のダイヤはタルト顔だが、ダ おとなしい性格。
ンゴはタルト顔ではない。
鼻先が短いのは母親ゆずり。

キキ♀

2015/12/1 生まれ

イノ♂

2007/1/18 生まれ

鋭い目つき、すらっとした顔が特
2015 年生まれの中で 1 番やん
ちゃ。母親のキミーはより目だが、 徴。「シャープアイズ」のイノと
いう異名を持つ。
キキの目はくりっとしている。

コング♂
2004/3/15 生まれ

ルー♂
2007/12/1 生まれ

スマイル♂

ヤクト♂

名前とは裏腹にケンカっ早い。
体格がよく、顔の色が他のヒヒよ
り薄いのが特徴。

体格がよく、手足の先の体毛が黒 「細マッチョ」。体つきは細身だが
く、キリッとした目つきをしてい 体格はがっしりしていて力も強
る。
い。ロン、ロミオ、ロイドの弟。

ナッシュ♂

ヤッタ♂

2007/2/22 生まれ

2008/3/6 生まれ

すらっとした細長い顔、茶色っぽ 「金色」のルーという二つ名をも 「超重量級ヒヒ」の異名をもつ。
い体毛が特徴。ケンカが苦手で追 つ。いつも口を半開きにしている 歩くたびに体毛がモッサモッサ揺
ため歯が見えているのが特徴。
われると池の中に逃げ込む。
れる。

2007/3/26 生まれ

2008/4/9 生まれ

「微笑みの貴公子」。昔のケンカで
負った傷のせいで下唇が一部ない
ため微笑んでいるように見える。

ロマノ♂
2007/4/17 生まれ

ナン♂
2007/9/25 生まれ

とにかく力が強い！
体が大きく、左眉 ( 眉毛ではない )
の毛が下がっているのが特徴。

ヤム♂

イヤセ♂

ナバロ♂

ゾミ♀

ナビィ♀

まん丸な目に、鼻筋がそこまで盛
り上がってなくのっぺりしている
のが特徴。

♂の中で発見難易度マックスの若
手ヒヒ。目がキリッとしていて鼻
筋が目立つのが特徴。

血気盛んな若手ヒヒ！
特徴はない！…わけではないが発
見難易度が高い。

最強・最凶家系の「ゾ」、つまりビッ
グマム・ゾへの娘。気が強すぎて
♂相手にケンカすることも。

気が強いが、「ゾ」家系と違うの
は強い♂に媚びを売るところ。鼻
筋がシュッとしている。

イヤミ♀

イホ♀

ゾラ♀

ヘイタ♂

2009/4/16 生まれ

2008/2/26 生まれ

2009/5/17 生まれ

2011/6/30 生まれ

イヤの娘。ぐーたらで有名なイヤ
特徴は耳の毛の跳ねが大きいの
と、歩くときに左に腰をふりがち。 を反面教師にしたのかと思うほど
気が強く全然ぐーたらしない。
イヤの娘で、イナリの母親。

2008/12/26 生まれ

2011/3/10 生まれ

2006/11/7 生まれ

1997/5/29 生まれ

ゾラの母親はゾミ、祖母はゾへ。 高齢のためアフリカ館で隠居生活
中。でも気の強さややる気は主群
母親ゆずりの気の強さをしてい
る。「ゾ」の家系は目がぱっちり。 時代から衰え知らず。

2008/12/7 生まれ

ナイツ♂
1998/10/14 生まれ

視力が弱いが、リハビリや物怖じ
しない性格のおかげで生活できて
いる。アフリカ館にいる。

ソチ♂

スリタニ♀

ロコ♀
1996/10/6 生まれ

タマリ♀

ナポロ♂

2014/1/8 生まれ

2014/5/9 生まれ

生まれた時期にちょうど開催され
ていたソチオリンピックから命
名。人工哺育で育った。

人工哺育で育った。右手の指５本
をなくしたが、代わりに手のひら
部分を器用に使うことを覚えた。

子育てのスペシャリスト。ロミオ ソチとスリタニの教育係で、お姉
はじめ名だたる♂たちの母親。ソ さん的な役割を担ってきた。
チとスリタニの教育係を務めた。 「タルト顔」。

性格はしつこい。かなりの偏食で、
ペレットは食べない！という固い
意志を持つ。アフリカ館にいる。

キミー♀

ロージー♀

ゾニ♀

ナレン♀

ロンド♂

整った顔とつつましい性格で♂か
らモテモテ。母親の「ナレル」に
顔が似ている。

荒ぶる若手ヒヒ。ケンカで鼻先が
少し裂けている。キリッとした目
つきが特徴。

2007/4/22 生まれ

2008/5/4 生まれ

2007/9/16 生まれ

やぐらの中腹がベストポジション 細めの体格とシュッとした顔。ナ 「ゾ」家系なので気が強い。ゾミ
のようで、だいたいそこにいる。 ビィと似ており、担当者でも間違 の妹。姉妹の違いは体毛の色。ゾ
おでこが「ハ」の字で寄り目がち。 うことがある。特徴は手の黒さ。 ミは黄色が強め、ゾニは黒が強め。

2005/1/21 生まれ

2006/3/17 生まれ

1999/10/9 生まれ

2012/3/25 生まれ

ソラ♂
2012/8/22 生まれ

ダイナ♀
2006/4/7 生まれ

「覇王の血を継ぐ者」。
「ゾ」の家系。 身体が大きいわりに控えめ。怒っ
とにかく気が強い。スタッフやお ている姿をほとんど見せたことが
客様にも容赦なく威嚇する。
ない。

イゾウ♂
2010/5/25 生まれ

まん丸なお顔、手先の体毛が黒い
のが特徴。これからの成長が楽し
みな将来のアルファ♂候補。

タニア♀
2007/5/27 生まれ

エコ♀

2007/12/9 生まれ

エモモ♀
2002/5/30 生まれ

特徴は「タルト顔」と短めの尻尾。 人工哺育で育ったが、仲の良いエ
控えめな性格なので、端っこにい クボやエルなどと毛づくろいがで
きるほど社会性が身についた。
ることが多い。

怒りの沸点が低く、一度怒るとか
なりしつこい。特徴はパッツンの
前髪？おでこ？と大きい目。

ルチ♀

ナムル♀

ロビン♀

櫓の中腹にいることが多い。性格
はきつめで、ちょくちょく当たり
散らす。背中が曲がっている。

いつも端っこか部屋の中にいる。
ちょっとヒステリックな性格で、
かなり大きい声で騒ぐ。

2006/10/31 生まれ

2007/6/1 生まれ

ローラ♀
2010/9/24 生まれ

生まれてすぐに左手首を骨折した
ようで、歩くときに独特の手の付
き方をする。

2013/6/5 生まれ

櫓の天辺がベストポジションのよ
うで、そこから飼育員に対してよ
く威嚇する。

ケリー♀

ケイティ♀

2008/11/4 生まれ

2007/7/4 生まれ

いつまでたっても体が大きくなら
ない。体は小さいが立ち回りがう
まいのか、順位はさほど低くない。

個体識別激ムズ。歩いている時に
腰が少し下がっているのが特徴。
性格は少しヒステリック。

エミリ♀

1997/9/6 生まれ

ルミ♀

1996/2/29 生まれ

ケガの影響で左目が白濁。部屋の
中にいることが多い。地面やもの
を叩き、注目を集める技を持つ。

騒いで怒るのではなく、静かに怒
るタイプ。体毛の色がうすめなの
と左鼻の切り込みが特徴。

ナツメグ♀

スージー♀

ナイト♂

2007/6/27 生まれ

2015/12/3 生まれ

個体識別激ムズ。
歩くのが早いのでよく見失う。
体毛の色は黄色が多い。

個体識別激ムズ。ナビィやロー
ジーなど似ている個体が多い！
消去法で見つける。

ナレンの息子。
母親に似てか、顔は整っていて美
男子。

ロール♀

ダイヤ♀

ヤカン♀

2010/11/27 生まれ

2009/5/25 生まれ

2008/11/17 生まれ

昔は体も細く「ヒョロヒョロ―ル」 ダンゴの母親。
だったが、今は逞しくなった。
独特のクセをお持ちで、歩いてい
でもまだ気持ち細くみえる。
る最中にくるりと回る。

2015/4/22 生まれ

わりとかわいい顔しているが、な
かなかやんちゃ。こどもたち同士
で遊ぶことが多い。

ナンバサ♂

イナリ♀

2015/12/29 生まれ

スルメ♂

ナビィの息子。特徴は母親ゆずり
の腕の黒さとおでこの狭さ。
こどもたちの中では体が大きい。

最年少。母親のスシが色白なため 「ヒヒの城の天使」改め「小悪魔」。
イヤミの娘。いったい誰の影響な
か、スルメも顔が色白。
のか、いたずらっ子に成長。

2017/5/20 生まれ

2017/1/18 生まれ

