
 

 

順位 名前 頭数

１位 （１） ココ 855

２位 （4） モモ 676

３位 （3） チョコ 666

４位 （2） マロン 659

５位 （7） モコ 566

６位 （6） ソラ 517

７位 （5） ココア 505

８位 （9） モカ 485

９位 （10） ハナ 419

10位 （8） サクラ 390

順位 名前 頭数

１位 （3） ソラ 379

２位 （5） レオ 375

３位 （2） チョコ 351

４位 （1） マロン 335

５位 （4） コタロウ 329

６位 （7） レオン 242

７位 （6） ココ 233

８位 （8） ココア

８位 （12） モコ

10位 （10） モカ 182

185

順位 名前 頭数

１位 （2） モモ 645

２位 （1） ココ 622

３位 （4） ハナ 409

４位 （3） サクラ 382

５位 （7） モコ 381

６位 （5） マロン 324

７位 （8） ココア 320

８位 （6） チョコ 315

９位 （9） モカ 303

10位 (10) ナナ 268

順位 名前 頭数
１位 （1） 空 183
２位 （2） 小太郎 158
３位 （14） 福 94
４位 （3） 虎太郎 56
５位 （4） 海 53
６位 （8） 太郎 46
７位 （11） 小鉄 42
８位 （5） 蓮 41
９位 （7） 小次郎 40
10位 （9） 陸 37

10位 （13） 龍 37

順位 名前 頭数
１位 （1） 姫 92
２位 （3） 空 76
３位 （4） 小梅 74
４位 （2） 花 56
５位 （5） 杏 47
６位 （8） 凛 46
７位 （12） 蘭 40
８位 (10） 小豆 39
９位 （10） 華 37
10位 （6） 桃 36

漢字の名前　女の子

2012年 10月 18日 

アニコム損害保険株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

アニコム損害保険株式会社（東京都新宿区：代表取締役社長 小森伸昭）は、11月１日の「犬の日」に合

わせ、ペット保険「どうぶつ健保」に新規契約した０歳の犬約８万３千頭を対象に実施した愛犬の名前調

査」に基づき、「犬の名前ランキング 2012」を発表します。 
 

総合ランキングは、昨年に引き続き「ココ」が１位を獲得し、２連覇を達成しました。「ココ」は、女の

子で２位、男の子で７位にランクインしており、犬の名前として高い人気が定着しています。総合２位は、

昨年の総合４位から上昇した「モモ」が獲得し、僅差で「チョコ」「マロン」が続きました。 

男女別の名前では、男の子では、昨年３位の「ソラ」が１位を獲得しました。１位から５位の名前は、昨

年と順位の入れ替わりはあるもののいずれも僅差で、根強い人気であることがわかります。女の子では「モ

モ」と「ココ」が首位を争った結果、「モモ」が昨年の２位から１位に返り咲きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■「福」くん人気が急上昇   

漢字で表記される人気の名前では、 

男の子は「空」、女の子では「姫」が 

昨年に引き続き１位を獲得しました。 

男の子では、テレビやＣＭで大活躍 

の鈴木福くんの「福」が昨年の 14 位 

から急上昇し、３位にランクしました。 

また、漢字や読み方にこだわった名前 

も多く見られました。 

 

 

毎年恒例 

【総合ランキング】 
      （ ）は昨年順位 

【男の子部門】 
       （ ）は昨年順位 

【女の子部門】 
         （ ）は昨年順位 

ワンワン・ワンは「犬の日」 

【漢字の名前 男の子】 【漢字の名前 女の子】 

第８回 犬の名前ランキング 2012 

 
■ 総合ランキングは「ココ」が２連覇を達成！第２位は、女の子部門で１位の「モモ」が浮上  

■ 漢字の名前では「福くん」（男の子）が急上昇。１位、２位は変わらず「空」と「小太郎」 

■ 犬種別では、柴犬とフレンチ・ブルドックともに「コタロウ（男）」「モモ（女）」が１位 

～１１月１日の犬の日に合わせて愛犬の名前調査を実施～ 



 

 

名前 読み方

月 ツキ

月 ルナ

月 ライト

月 ム－ン

心愛 ココア

來夢 ラム

來夢 ライム

名前 読み方

蒼空 スカイ

蒼空 ソラ

蒼楽 ソラ

颯良 ソラ

宇宙 ソラ

颯太 フウタ

楓太 フウタ

名前 読み方

結芽 ユメ

結愛 ユメ

海夢 ユメ

姫来 キラ

輝羅 キラ

輝 キラ

輝 キララ

稀月 キララ

綺星 キララ

順位 男の子 順位 女の子
１位 （1） コタロウ １位 （3） モモ
２位 （2） ソラ ２位 （2） ハナ
３位 （7） リュウ ３位 （1） サクラ
４位 （4） コテツ ４位 （5） ナナ
４位 （-） フク ５位 （7） リン
６位 （8） タロウ ６位 （4） アズキ
７位 （6） リク ７位 （6） ココ
８位 （3） コロ ８位 (11) ハル
９位 （9） ヤマト ９位 (-) キナコ
10位 (12) リキ ９位 (10) ヒメ

柴犬

順位 男の子 順位 女の子

１位 （1） コタロウ １位 （1） モモ

２位 （2） コテツ ２位 （2） ハナ

３位 （-) ブブ ３位 (14) ミルク

３位 （3） ブル ４位 （6） コウメ

３位 （5） ブンタ ４位 （3） ココ

３位 (11) リキ ４位 （3） サクラ

３位 (11) レオ ７位 （5） アズキ

８位 (-) オハギ ７位 （6） ヒメ

８位 （7） カイ ７位 （-） ミカン

８位 （5） コジロウ 10位 (-) ニコ

８位 (-) ゴンタ 10位 (-) ハナコ

フレンチ・ブルドッグ

順位 男の子 順位 女の子

１位 （1） ポンタ １位 （3） モコ

２位 （6） コタロウ ２位 （1） モモ

３位 （2） レオ ３位 （1） ココ

４位 （8） モコ ４位  (15) アン

５位 （4） コロ ４位 （6） ヒメ

６位 （8） レオン ４位 (10） リン

７位 (11) ポン ７位 （5） サクラ

８位 (20) クウ ７位 (10) チョコ

９位 （4） ココ ９位 （4） コロン

９位 （5） マロン ９位 （9） マロン

ポメラニアン
順位 男の子 順位 女の子

１位 （1） マル １位 （1） モモ

２位 （2） ミルク ２位 （8） モコ

３位 （4） ココ ３位 （2） ココ

４位 （9） クウ ４位 （5） ハナ

４位 （7） シロ ４位 （3） ミルク

４位 (-) フク ６位 (-) ヒメ

４位 (13) モコ ６位（5） メイ

８位 （2） ソラ ８位 (-) ヒナ

８位 (-) ランマル ８位 （4） マル

10位 (15) クゥ 10位 （7） サクラ

10位 （9） コタロウ 10位 (13) ユキ

マルチーズ

  

（例）こだわりの漢字表記と読み方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬種別の調査では、柴犬やフレンチ・ブルドッグでは、昨年に引き続き「コタロウ」「コテツ」

「ハナ」「アズキ」などの和風の名前が人気でした。フレンチ・ブルドッグでは他にも「ブンタ」

「オハギ」「ミカン」「ニコ」「ハナコ」などユニークな名前が上位にランクインしています。 

ポメラニアンの「ポンタ」「ポン」「モコ」「コロン」、マルチーズの「ミルク」「シロ」な

どは、毛並みや体型、仕草などにちなんだ人気の名前で昨年同様上位にランクインしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【犬種別部門】  

【調査方法】  

2011年 10月１日～2012年９月 30日にアニコム損保の「どうぶつ健保」に新規契約した０歳の犬 

83,164 頭の名前調査を実施 

 
 


