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クレーンゲーム機向けに 7 月末より順次導入のお知らせ 

キャラクターグッズ「うたがめ」 

 

 

 

 

 

 

モバイルソリューションカンパニーの日本エンタープライズ株式会社 

（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 植田勝典）は、モバイルコンテンツ

から誕生したキャラクター「うたがめ」のグッズ（マスコットボールチェーン）

を、全国カプコン系アミューズメント施設のクレーンゲーム機商品として、 

7 月末より順次導入いたします。 

このキャラクターグッズ展開は、モバイルコンテンツから誕生した 

キャラクターを実際に商品化したもので、平成18年4月からクレーンゲーム

機シリーズとして、キャラクター「ぺそぎん」の提供を開始し、多くの皆様に

大変ご好評いただいております。 

今回は、新たなキャラクターとして「うたがめ」を、用意させていただきましたので、多くの皆様にお楽しみいただけます。 

当社は、より多くの皆様に喜んでいただけるよう、今後もモバイルコンテンツのリアル連動を展開してまいります。 

 

 

 

 

●発 売 元 ： 株式会社ライトアップ 

商品詳細 

●価   格 ： 各店舗でご確認ください。 

●店舗一覧 ： 別紙参照 

●導入時期 ： 7 月下旬に、順次入荷予定。（店舗によって、異なります。） 

●商品内容 ： 以下参照 

商  品 イメージ 総数 備考 

うたがめ 

「マスコットＢＣ（ボールチェーン）」 

 

約１０，０００個

横5cm 

奥行4cm

高さ 10cm

 

全3 種類

※一般販売は行いません。 



 

 
 
うたがめは、日本エンタープライズがサービス提供しているデコレーションメールから、人気に火がついたキャラクターです。 
 

キャラクター紹介 うたがめの秘密 

うたがめは超天才科学者のうさぎであった。 

うさぎだけに、スピードにこだわりたいうたがめは史上最速の 

スピードを求め、瞬間移動の実験を行っていた。 

だが実験中不慮の事故にあってしまい、亀と融合してしまった。 

長年の実験の結果、手に入れたものは最速の体には程遠い超鈍亀

ボディであった。 

おまけに脳の回転まで亀のごとく鈍くなってしまったのだった。 

一人称「おりぇ」 

脳の回転が遅いため、会話のポイントが「アレ」 

「あの」等、ぼんやりしてしまうことが多い。 

趣味 

・散歩でぶらぶらぁ～♪ 

・日常を歌にして演奏する 

・水浴び 

・携帯の無料ゲーム 

・早いものを観察（職人達の技、ｺﾋﾟー 機） 

好きなもの 

・アノ店のオイシイやつ 

・殴ったり蹴ったりしない人 

・安心感 

嫌いなもの 

・たまご（甲羅で目玉焼き作られた） 

・小石（ぶつけられるため） 

・ハチ(さされるから) 

科学者を引退した現在は、日中は携帯の無料ゲームをしたり 

プラプラ散歩したり。 

夜はストリートミュージシャンとして路上で歌を歌い続ける日  々

である。 

歌についてあまり詳しくないため、酔っ払いに絡まれたりする。 

アルコールが入ると、科学者時代の高慢で傲慢な態度に戻るため、 

トラブルを起こしやすい。 

 

 

 

メールの背景色や文字色を変えたり、かわいく動くアニメーション画像をつけたり、携帯電話で 

うたがめとは・・・ 

デコレーションメールとは・・・ 

作成するメールを自由にデコレーションできるサービスです。 

日本エンタープライズでは、ＮＴＴドコモ・ＫＤＤＩ（au）・SoftBank モバイルの公式サイトとして、 

それぞれ「デコデコメール」を提供しており、うたがめをはじめ、１万点以上のデコメ素材を配信 

しています。（以下の各サイトで、バラエティ豊かなうたがめ対応コンテンツがご利用いただけます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイト名称 情報料（税込） アクセス方法 

i－ｍｏｄｅ 
[i メニュー]⇒[メニュー／検索]⇒[デコメール]⇒ [イラスト]  

⇒[デコデコメール] 
月額265 円 

EZweb 
[トップメニュー]または[au one トップ] ⇒[カテゴリ検索]⇒[メール] 

⇒[デコレーションメール]⇒[総合]⇒[デコデコメール] 
デコデコメール 

月額273 円 Yahoo!ｹｰﾀｲ  
[メニューリスト]⇒[メールコンテンツ]⇒[デコレメール] 

⇒[イラスト・アート･フォト] ⇒[デコデコメール] 

※月額会員にご登録いただくことで、全ての「デコメール®」素材はもちろん、待受けＦｌａｓｈ®や Flash®ゲーム等をお楽しみいただけます。 

※サイト閲覧、素材ダウンロード時には、別途パケット通信料が必要です。 

※サイトのご利用に際し、各社のパケット定額制へのご入会を推奨します。 

 

 

 

【報道関係の方】 

本件に関するお問い合わせ先 

日本エンタープライズ株式会社 総務部 広報・ＩＲ課 【担当：松本】 

TEL：03-5774-5730  FAX：03-5774-5735  MAIL： ir@nihon-e.co.jp 

日本エンタープライズ PR 事務局（ランドジャパン内） 【担当：久保・渡邊】 

TEL：03-5793-3500  FAX：03-5793-3511  MAIL： nihon-e_pr@rd-j.com 
 
【キャラクターの商品化に興味のある方】 

日本エンタープライズ株式会社 メディアビジネス部 【担当：石井】 

TEL：03-5774-5732  FAX：03-5774-4602  MAIL： medibis@nihon-e.co.jp 
http://www.nihon-e.co.jp/ 

※ 記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

mailto:ir@nihon-e.co.jp
mailto:nihon-e_pr@rd-j.com
mailto:medibis@nihon-e.co.jp
http://www.nihon-e.co.jp/


 別紙  

 

 

 

 

店舗一覧 

店 舗 名 郵便番号 住     所 

ビバ・サーカス桜井店 633-0065 奈良県桜井市大字吉備５４２－１Joshin ピットワン桜井店2F 

プラサカプコン柏村店 038-3107 青森県つがる市柏稲盛幾世41 イオンモールつがる柏敷地内シネマ棟1F 

カプコサーカス新潟東店 950-0813 新潟県新潟市東区大形本町３-１-２ ジャスコシティ新潟東内ゲームコーナー 

プラサカプコン富津店 293-0012 千葉県富津市青木１２４－１ イオンモール富津内ゲームコーナー 

プラサカプコンパルパル店 431-1209 静岡県浜松市西区舘山寺町１８９１ 浜名湖パルパル内ゲームコーナー 

プラサカプコン横須賀店 238-0007 神奈川県横須賀市若松町2 丁目30 番地 モアーズシティ 4F 

プラサカプコン吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1 丁目10－1 いなりやビル B1F 

プラサカプコン成田店 286-0029 千葉県成田市ウイング土屋２４ イオンモール成田2F 

プラサカプコン磯子店 235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子１－１－１ マリコム磯子ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 2F 

プラサカプコン高知店 780-0026 高知県高知市秦南町1 丁目4 番8 号  イオンモール高知2F 

プラサカプコン新居浜店 792-0007 愛媛県新居浜市前田町８－８ イオンモール新居浜2F 

プラサカプコン大分店 870-0174 大分県大分市公園通り西2 丁目1 番 パークプレイス大分2F 

プラサカプコン八千代店 276-0028 千葉県八千代市村上４００１番４ イトーヨーカドー八千代店3F 

プラサカプコン奈良店 630-8012 奈良県奈良市二条大路南１丁目３番１号 イトーヨーカドー奈良店5F 

プラサカプコン盛岡店 020-0148 岩手県盛岡市前潟4 丁目7 番1 号 イオンモール盛岡 

プラサカプコン京都店 615-0035 京都市右京区西院追分町２５－１ イオンモール京都ハナ 3F 

プラサカプコンつくば店 305-0034 茨城県つくば市小野崎字千駄苅２７８－１ ＬＡＬＡガーデンつくば 2210 

プラサカプコン志都呂店 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂町5605 イオンモール浜松志都呂 ３F 

プラサカプコン直方店 822-0001 福岡県直方市湯野原２丁目１番１号 イオンモール直方 2F 

プラサカプコン水戸店 311-4153 茨城県水戸市河和田町字中道3755 番1 

プラサカプコン千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ店 270-1350 千葉県印西市中央北3 丁目3 番 イオンモール千葉ニュータウン  ｼﾈﾏｽﾎﾟー ﾂ棟2 階 

プラサカプコン千葉長沼店  263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町307-1-1 

プラサカプコン 千葉マリンピア専門館店 261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲３丁目２１番１号 イオンマリンピア専門館 地下１階 

プラサカプコン桶川店 363-0017 埼玉県桶川市西2 丁目9 番36 号 マメトラショッピングパーク 2F 

プラサカプコン佐賀店 840-0008 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島730 番地 モラージュ佐賀 南館1 階 

プラサカプコン石巻店 986-0861 宮城県石巻市蛇田字新金沼１７０番地 イオン石巻ショッピングセンター２Ｆ 

プラサカプコン入間店 358-0014 埼玉県入間市宮寺２９８２－１ 

プラサカプコンちはら台店 290-0194 千葉県市原市ちはら台西３丁目４番 ショッピングモールｕｎｉｍｏちはら台 2F 

プラサカプコン エルミこうのす店 365-0038 埼玉県鴻巣市本町１-１-２ エルミこうのすショッピングモール３F 

プラサカプコン羽生店 348-0039 埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生２Ｆ 

プラサカプコンりんくう店 598-0047 大阪府泉佐野市りんくう往来南３番地  りんくう プレジャータウン シークル １階 

プラサカプコン甲府店 409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条字北河原３７１７番地 

プラサカプコン足利店 326-0005 栃木県足利市大月町３番地２ あしかがハーヴェストプレース シネマコンプレックス棟 １階 

プラサカプコン豊田店 471-0014 愛知県豊田市東山町１－５－１ グリーンシティ 3F 

ビバ・サーカス茂原店 297-0029 千葉県茂原市高師１７３５ 茂原ショッピングプラザアスモ 2F 

プラサカプコン ロックシティ佐沼店 987-0404 宮城県登米市南方町新島前４６－１ ロックシティ佐沼ショッピングセンター内 

プラサカプコン 仙台泉店 981-3137 宮城県仙台市泉区大沢１丁目５番地１ イオン仙台泉大沢ショッピングセンター２階 

 


